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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22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 ％

22年2月期 81,499 △9.6 △191 ― △331 ― △6,335 ―

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

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 ％ ％ ％

22年2月期 △119.53 ― △60.7 △0.6 △0.2

21年2月期 △32.54 ― △11.9 0.6 0.4

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  3百万円 21年2月期  23百万円

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

22年2月期 49,684 7,844 15.1 141.87
21年2月期 53,750 13,689 24.9 252.04

（参考） 自己資本   22年2月期  7,519百万円 21年2月期  13,357百万円

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

22年2月期 1,850 △1,023 △912 2,555
21年2月期 86 △3,541 2,796 2,636

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年2月期 ― 2.50 ― 0.00 2.50 133 ― 0.9
22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年2月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23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

36,000 △9.2 250 ― 200 ― 100 ― 1.88

通期 73,200 △10.2 800 ― 600 ― 400 ― 7.54
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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） 

(注）詳細は、18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） 

（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23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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 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  290,832株 21年2月期  290,604株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22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 ％

22年2月期 68,621 △9.5 △405 ― △520 ― △5,797 ―

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

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

22年2月期 △109.33 ―

21年2月期 △34.02 ―

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 46,009 6,213 13.4 116.13
21年2月期 49,952 11,689 23.2 218.82

（参考） 自己資本 22年2月期  6,157百万円 21年2月期  11,602百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23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 

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。 

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

29,700 △10.4 150 ― 100 ― 50 ― 0.94

通期 60,700 △11.5 500 ― 300 ― 150 ― 2.82
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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、景気に持ち直しの傾向が見られたものの、企業収益は大幅な

減少が続き、雇用情勢は依然として厳しい状況にありました。また、緩やかなデフレ状態が続く中、個

人消費につきましては年度後半より持ち直しの動きが続きました。 

百貨店業界におきましては、雇用・所得環境の厳しさに加え、同業・他業態との競争の激化、消費者

の低価格・節約志向の高まり等による影響もあり、東京地区百貨店売上高が平成 20 年３月より 24 ヵ月

連続で前年割れとなるなど極めて厳しい状況が続きました。 

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、極めて厳しい経済環境の中、主力の百貨店業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、当連結会計年度の売上高は 81,499 百万円（前期比 90.4％）、営業損失 191 百万円、経常

損失 331 百万円、当期純損失 6,335 百万円となりました。 

②セグメント別の業績 

＜百貨店業＞ 

主力となる百貨店業の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、婦人部門のインターナショナル雑貨ゾーンの新設を中心とする

改装を実施いたしました。また、創業 140 周年を記念する創業祭の実施や大型文化催事の新規開催、最

大の商戦であるクリスマスにおける話題性のあるコラボレーション企画など、動員施策の強化・徹底を

図りました。更に、顧客に密着したサービスを図るため前期より推進してまいりましたロイヤルカスタ

マー向けサービスの更なる充実に努め、「松美会／感謝祭」を春・秋に店内にて開催し、いずれも初開催

の前期を上回る実績を上げました。 

浅草支店におきましては、平成 24 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

化を図りました。また、将来にわたる安定的・継続的な単店舗黒字化を目指し、本年５月末をもって４

階以上の営業を終了することを昨年末に発表し、営業面積縮小前の「全館売り尽くしセール」に尽力い

たしました。 

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。 

しかしながら、百貨店業の売上高は、後半にかけて多少持ち直しの動きが見られたものの、大きく前

年を下回り、68,621 百万円(うち外部顧客に対する売上高 68,551 百万円)と前連結会計年度に比べ 7,164

百万円(△9.5％)の減収となり、営業損失は 405 百万円と前連結会計年度に比べ、498 百万円の減益とな

りました。 

なお、百貨店業におきましては、こうした厳しい状況を踏まえ、本年２月 28 日付で「セカンドキャリ

ア支援制度・特別転進プラン」(早期退職優遇制度)を実施いたしました。 

＜飲食業＞ 

飲食業のアターブル松屋グループの婚礼宴会事業におきましては、主力事業所の工事影響による婚礼

組数の減少や新型インフルエンザの流行による宴会の中止・延期があり、またイタリアンレストラン事

業におきましても、法人需要の低迷によるディナーの苦戦等があり、大変厳しい状況が続きました。一

方で、不採算店舗の閉鎖や固定費を中心とした経費削減等に取り組んだ結果、減収・増益となりました。 

以上の結果、飲食業の売上高は 7,700 百万円(うち外部顧客に対する売上高 7,454 百万円)と前連結会

計年度に比べ 866 百万円(△10.1％)の減収となり、営業利益は 21 百万円と前連結会計年度に比べ 36 百

万円の増益となりました。 

＜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を営む㈱シービーケーにおきましては、企業の設備投資の抑制による大

口案件の減少や競争激化による価格の下落等の影響を受け、売上高は前年を下回りました。また、この
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間、減収を前提としたコスト削減のため、工事の内製化による原価管理の徹底等に取り組んでまいりま

したが、減益となりました。 

以上の結果、売上高は 6,962 百万円(うち外部顧客に対する売上高 3,351 百万円)と前連結会計年度に

比べ 653 百万円(△8.6％)の減収となり、営業利益は 14 百万円と前連結会計年度に比べ 24 百万円(△

63.3％)の減益となりました。 

なお、㈱シービーケーにおきましても、こうした厳しい状況を踏まえ、本年２月 28 日付で「セカンド

キャリア支援制度・特別転進プラン」(早期退職優遇制度)を実施いたしました。 

＜輸入商品卸売業＞ 

輸入商品卸売業の㈱ストッケジャパン及び㈱スキャンデックスにおきましては、主力ブランドのショ

ップ展開の拡大に継続的に取り組んでまいりました。とりわけ、㈱スキャンデックスにおきましては、

「イッタラ EBISU」や御殿場プレミアム・アウトレット内の「イッタラ御殿場」など直営店事業の積極

的な展開を推進いたしました。しかしながら、景気低迷の中、既存店舗の落ち込みが予想以上に激しく、

そのマイナス分を補うまでには至りませんでした。 

以上の結果、輸入商品卸売業の売上高は 1,813 百万円(うち外部顧客に対する売上高 1,749 百万円)と

前連結会計年度に比べ 228 百万円(△11.2％)の減収となり、営業利益は 79 百万円と前連結会計年度に比

べ 112 百万円(△58.7％)の減益となりました。 

＜その他事業＞ 

その他事業におきましては、売上高 1,697 百万円(うち外部顧客に対する売上高 392 百万円)と前連結

会計年度に比べ 153 百万円(△8.3％)の減収となり、営業利益は 69 百万円と前連結会計年度に比べ 33 百

万円(＋93.8％)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経済環境は、景気が持ち直してきているとはいうものの、自律性に乏

しい状態が続き、雇用・所得環境についても厳しい状況が続くと思われるため、当面、急速な回復は見

込めないものと思われます。 

当社では、こうした厳しい環境下における業績回復のためには抜本的な事業の見直しが必要であると

の認識の下、平成 20 年４月に策定いたしました中期経営計画である「成長力拡大３ヵ年計画」を見直し、

新たな中期経営計画を策定し、利益回復と企業価値向上に努めてまいります。 

具体的には、「百貨店業である銀座本店のポテンシャル、優位性の最大化」、「グループ事業の収益基盤

の強化」、「財務基盤の強化」、「生産性の向上」の４つの基本方針の下、急激な環境変化に対応しきれな

かった事業基盤を抜本的に整備し直し、当社の理念である「生活文化創造集団」の実現に向けた体制の

再構築を図ってまいります。 

百貨店業の銀座本店におきましては、従来の「スペシャリティデパートメントストア」を更に進化さ

せ、世界有数の商業地域である「GINZA」に相応しいハイグレード、ハイクォリティ、ハイテイストな商

品・サービスに今まで以上に特化することで、世界の銀座を象徴する個性的な百貨店「GINZA スペシャ

リティストア」の実現を目指してまいります。特に、銀座本店の強みである雑貨の拡充やゾーニングの

見直しによって、お客様のお買物の回遊性・買廻り性を改善するとともに、「GINZA」らしいインターナ

ショナル性を追求することで海外からの来街客への対応も強化いたします。また、百貨店の重要なター

ゲットであるミセスゾーンを改めて拡充することや、大きな実績のある文化催事を集中的に開催するこ

と等によって、今後の銀座地区における競合激化においても地域一番店の座を堅持すべく尽力してまい

ります。 

浅草店におきましては、本年度から営業面積を縮小し、「マイタウン・マイストア」をキーワードに、

ターミナルの立地を活かしながら地域に愛される店として、食を中心に従来の百貨店型の店舗とは異な

った実用型の店舗として営業を行ってまいります。地下１階、１階、３階の３フロア体制とし、平成 24

年春の東京スカイツリー開業に向けて「食品」と「婦人衣料」及び「雑貨」のカテゴリーに特化し、浅

草という街の強みに根ざした店舗体制を実現してまいります。また、本年３月１日より浅草支店を「浅

草店」と改め、銀座本店の下に編入し、営業政策の立案や商品仕入れの機能を銀座本店に集約するとと

もに、あわせて店舗運営体制等の見直しも行い、経営効率の向上を図り、単店舗黒字化を目指してまい

ります。 
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外販部門におきましては、組織改革を実施し、外販活動の効率化と優良顧客への密着度を高める事に

より店頭・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、本年 12 月末に銀座のイタリアンレストラ

ン「エノテーカ ピンキオーリ 東京店」を閉店いたします。今後は、収益性の高い婚礼宴会事業に経営

資源を集中し、婚礼組数の回復に注力するなど、業績の向上に尽力してまいります。 

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、依然として厳しい状況が続

くと思われますが、前期に取り組んだ経費構造改革による収益基盤の強化をもとに、厳しい経済環境の

中でも利益の出せる体質づくりへと改善してまいります。 

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

並びに「イッタラ」のブランド戦略の強化を行い、インターネット事業による販路拡大に取り組む等、

業績の向上に努めてまいります。また、ショップ展開につきましても積極的に行い、売上の拡大を図っ

てまいります。 

なお、平成 23 年２月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は 73,200 百万円(前期比 89.8％)、

営業利益 800 百万円、経常利益 600 百万円、当期純利益 400 百万円を見込んでおります。 

また、平成 23 年２月期の通期個別業績予想につきましては、売上高は 60,700 百万円(前期比 88.5％)、

営業利益 500 百万円、経常利益 300 百万円、当期純利益 150 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 4,066 百万円減少し、49,684 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266百万円の減少、たな卸資産1,438

百万円の減少、繰延税金資産 1,127 百万円の減少、有形固定資産 612 百万円の減少等によるものでありま

す。負債は 1,778 百万円増加し、41,839 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 399 百万円の減少、借入金 899 百万円の減少、未払金 2,426 百万円の増加、店舗縮小関連損失引

当金 711 百万円の発生、繰延税金固定負債 522 百万円の増加等によるものであります。純資産は 5,845 百

万円減少し、7,844 百万円となりました。純資産の減少要因としては、主に利益剰余金の減少 6,335 百万

円、その他有価証券評価差額金 345 百万円の増加、繰延ヘッジ損益 151 百万円の増加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△4,793 百万円、減価償却費 1,609

百万円、店舗縮小関連損失 988 百万円、再就職支援関連損失 3,150 百万円、たな卸資産の減少 1,249 百万

円等により 1,850 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△1,133 百万円等により

1,023 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、借入金の減少 899 百万円等により 912 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 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 

平成 22 年 

２月期 

自己資本比率(％) 29.6 27.3 28.2 24.9 15.1

時価ベースの自己資本比率(％) 227.5 210.4 209.1 149.3 81.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) 676.9 1,378.2 553.0 ― 1,199.4

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 9.9 4.8 9.2 0.2 4.9

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。 
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※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、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

めてまいりました。 

しかしながら、当期の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。また、次期の配当につ

きましても現時点では厳しい状況と認識しており、無配とさせていただく予定であります。 

 

（4）事業等のリスク 

最近の有価証券報告書(平成 21 年５月 29 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等を営んでおり、㈱松

屋等への卸売等を行っております。 

＜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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[事業の系統図]

（飲食業） （百貨店業） （その他事業）

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

（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

（商品検査）

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ情報提供㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋

（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
㈱ｴﾑｼﾞｰ商品試験ｾﾝﾀｰ

㈱松屋友の会

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｶﾝﾃｨﾈｯﾀ
（平成21年11月13日清算結了）

（不動産賃貸業）
㈱ギンザコア

（不動産賃貸業）
㈱銀座インズ

（注） 連結会社 持分法適用関連会社

㈱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

引出物卸売

㈱  松  屋

商品販売の取次ぎ

㈱ストッケジャパン

輸入商品の卸売

食堂部門の卸売

清掃、警備、設備保守、建築内装工事㈱シービーケー

（ビル総合サービス及び広告業）

㈱スキャンデックス

（輸入商品卸売業）

装飾、宣伝広告

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｸﾞﾘｰﾝﾚｽﾄﾗﾝ

 
 

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「中期経営計画(2010～2012 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。本計画は、これまで継続的に取り組んできた「スペシャリティデパー

トメントストア」としての店づくりを進化させ、一方で環境の激変に対応しきれていなかった事業基盤を

整備することで、この理念の実現に向けた体制の再構築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「中期経営計画(2010～2012 年度)」の最終年度(平成 24 年度)における数値目標は連結

営業利益 1,500 百万円、連結有利子負債残高 18,200 百万円(平成 21 年度末対比△4,000 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】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,636 2,555 

受取手形及び売掛金 5,573 5,307 

たな卸資産 ※１  4,840 ※１  3,402 

繰延税金資産 868 88 

その他 920 1,009 

貸倒引当金 △31 △34 

流動資産合計 14,809 12,327 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２  35,036 ※２  35,428 

減価償却累計額 △22,049 △22,931 

建物及び構築物（純額） 12,986 12,496 

土地 ※２  15,227 ※２  15,227 

その他 2,948 2,713 

減価償却累計額 △2,304 △2,191 

その他（純額） 643 521 

有形固定資産合計 28,858 28,245 

無形固定資産   

借地権 279 279 

ソフトウエア 312 317 

その他 94 95 

無形固定資産合計 686 692 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※３  4,507 ※３  4,966 

長期貸付金 259 8 

繰延税金資産 488 141 

差入保証金 2,878 2,612 

その他 1,306 767 

貸倒引当金 △81 △79 

投資その他の資産合計 9,360 8,418 

固定資産合計 38,905 37,356 

繰延資産   

開業費 36 － 

繰延資産合計 36 － 

資産合計 53,750 49,684 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,255 6,855 

短期借入金 ※２  14,482 ※２  16,795 

リース債務 － 10 

未払金 － 3,704 

未払法人税等 96 52 

商品券 1,925 1,776 

賞与引当金 233 101 

役員賞与引当金 5 － 

商品券等回収損失引当金 372 414 

ポイントカード引当金 56 51 

店舗縮小関連損失引当金 － 711 

その他 4,166 2,856 

流動負債合計 28,593 33,330 

固定負債   

長期借入金 ※２  8,614 ※２  5,402 

リース債務 － 31 

繰延税金負債 11 533 

退職給付引当金 281 210 

店舗閉鎖損失引当金 － 143 

受入保証金 1,803 1,666 

その他 756 520 

固定負債合計 11,467 8,509 

負債合計 40,061 41,839 

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 1,134 △5,200 

自己株式 △417 △417 

株主資本合計 13,489 7,153 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61 406 

繰延ヘッジ損益 △193 △41 

評価・換算差額等合計 △131 365 

新株予約権 86 56 

少数株主持分 244 269 

純資産合計 13,689 7,844 

負債純資産合計 53,750 49,684 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 90,191 81,499 

売上原価 65,796 59,910 

売上総利益 24,394 21,589 

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 8,842 8,200 

広告宣伝費 1,114 996 

賞与 968 656 

賞与引当金繰入額 191 83 

役員退職慰労引当金繰入額 4 － 

減価償却費 1,598 1,525 

賃借料 2,550 2,345 

その他 8,787 7,972 

販売費及び一般管理費合計 24,058 21,780 

営業利益又は営業損失（△） 336 △191 

営業外収益   

受取利息 10 6 

受取配当金 69 99 

受取賃貸料 17 15 

債務勘定整理益 209 232 

受取協賛金 140 82 

その他 77 66 

営業外収益合計 525 502 

営業外費用   

支払利息 364 367 

商品券等回収損失引当金繰入額 108 191 

その他 44 82 

営業外費用合計 516 642 

経常利益又は経常損失（△） 344 △331 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 78 － 

貸倒引当金戻入額 10 － 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 109 － 

主要株主株式売買利益金 17 17 

新株予約権戻入益 － 38 

その他 8 － 

特別利益合計 224 55 

特別損失   

固定資産除却損 ※１  358 ※１  103 

減損損失 ※２  206 ※２  29 

投資有価証券評価損 1,727 19 

たな卸資産評価損 － 38 

店舗縮小関連損失 － ※３  988 

開業費償却 － 33 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － ※４  143 

再就職支援制度関連損失 － 3,150 

その他 53 11 

特別損失合計 2,345 4,517 

税金等調整前当期純損失（△） △1,776 △4,793 

法人税、住民税及び事業税 192 108 

法人税等調整額 △209 1,392 

法人税等合計 △17 1,500 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △30 41 

当期純損失（△） △1,729 △6,335 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,132 7,132 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,132 7,132 

資本剰余金   

前期末残高 5,681 5,639 

当期変動額   

自己株式の処分 △42 0 

当期変動額合計 △42 0 

当期末残高 5,639 5,639 

利益剰余金   

前期末残高 3,129 1,134 

当期変動額   

剰余金の配当 △265 － 

当期純損失（△） △1,729 △6,335 

当期変動額合計 △1,994 △6,335 

当期末残高 1,134 △5,200 

自己株式   

前期末残高 △508 △417 

当期変動額   

自己株式の取得 △694 △0 

自己株式の処分 785 0 

当期変動額合計 91 △0 

当期末残高 △417 △417 

株主資本合計   

前期末残高 15,435 13,489 

当期変動額   

剰余金の配当 △265 － 

当期純損失（△） △1,729 △6,335 

自己株式の取得 △694 △0 

自己株式の処分 743 0 

当期変動額合計 △1,945 △6,335 

当期末残高 13,489 7,153 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 170 61 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △109 345 

当期変動額合計 △109 345 

当期末残高 61 406 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 69 △193 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △262 151 

当期変動額合計 △262 151 

当期末残高 △193 △41 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 240 △131 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △372 496 

当期変動額合計 △372 496 

当期末残高 △131 365 

新株予約権   

前期末残高 100 86 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 △30 

当期変動額合計 △13 △30 

当期末残高 86 56 

少数株主持分   

前期末残高 336 244 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92 24 

当期変動額合計 △92 24 

当期末残高 244 269 

純資産合計   

前期末残高 16,113 13,689 

当期変動額   

剰余金の配当 △265 － 

当期純損失（△） △1,729 △6,335 

自己株式の取得 △694 △0 

自己株式の処分 743 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △477 490 

当期変動額合計 △2,423 △5,845 

当期末残高 13,689 7,844 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,776 △4,793 

減価償却費 1,691 1,609 

のれん償却額 5 13 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △73 1 

賞与引当金の増減額（△は減少） △46 △132 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △5 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 △75 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △566 － 

商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） △26 42 

ポイントカード引当金の増減額（△は減少） △0 △4 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △185 143 

受取利息及び受取配当金 △80 △106 

支払利息 364 367 

持分法による投資損益（△は益） △23 △3 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,727 19 

投資有価証券売却損益（△は益） △78 0 

店舗縮小関連損失 － 988 

固定資産除却損 358 103 

固定資産売却損益（△は益） 0 － 

減損損失 206 29 

開業費償却額 － 33 

新株予約権戻入益 － △38 

再就職支援制度関連損失 － 3,150 

たな卸資産評価損 － 38 

為替差損益（△は益） － △4 

売上債権の増減額（△は増加） 701 266 

たな卸資産の増減額（△は増加） △168 1,249 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,165 △399 

商品券の増減額（△は減少） △227 △148 

その他 370 123 

小計 997 2,467 

利息及び配当金の受取額 83 108 

利息の支払額 △378 △379 

退職給付制度改定に伴う支払額 △295 △239 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △320 △105 

営業活動によるキャッシュ・フロー 86 1,850 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

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 △2,733 △1,133 

有形固定資産の売却による収入 0 2 

無形固定資産の取得による支出 △206 △127 

投資有価証券の取得による支出 △1,205 △18 

投資有価証券の売却による収入 223 43 

貸付けによる支出 △4 △2 

貸付金の回収による収入 6 16 

その他 379 195 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,541 △1,023 

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） 2,439 462 

長期借入れによる収入 4,710 － 

長期借入金の返済による支出 △4,075 △1,362 

配当金の支払額 △265 △0 

少数株主への配当金の支払額 △4 △3 

自己株式の取得による支出 △693 △0 

自己株式の処分による収入 686 0 

その他 △0 △9 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,796 △912 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 4 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △658 △80 

現金及び現金同等物の期首残高 3,295 2,636 

現金及び現金同等物の期末残高 2,636 2,555 
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（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。 

 

（6）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 

㈱アターブルカンティネッタについては、平成 21年 11 月 13 日に会社の清算が結了したことにより、清算

結了日までの損益計算書を連結しております。 

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（収益性の低下による簿価切下げの方法）(ただし、絵画及び美術工芸品は

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法））、連結子会社は個別法による原価法（収
益性の低下による簿価切下げの方法）、移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方
法）又は 終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。 
(会計方針の変更） 
当連結会計年度より、「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、営業損失及び経常損失が 0百万円増加し、
税金等調整前当期純損失が 39 百万円増加しております。 

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（リース資産を除く） 
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（リース資産を除く） 
 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リース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。なお、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 21 年２月 28 日以前のものについては、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。 
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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。なお、当連結会計年度末の残
高はありません。 

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。 
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。 

⑦店舗縮小関連損失引当金 
店舗縮小に伴う将来の損失に備えるため、将来発生すると見込まれる損失額を計上しております。 

⑧店舗閉鎖損失引当金 
店舗閉鎖に伴う将来の損失に備えるため、将来発生すると見込まれる損失額を計上しております。 

 5) 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。 

6) 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．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負の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。 
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（7）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 

 

(リース取引に関する会計基準等） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、当連結会計年度より「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))を適用し、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。 
 
 

（表示方法の変更） 

（連結貸借対照表関係） 
「未払金」は前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会
計年度においては、負債及び純資産の合計額の 100 分の 5 を超えたため、区分掲記しております。なお、
前連結会計年度「未払金」の金額は 1,278 百万円であります。 
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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 たな卸資産の内訳 

商品 4,155百万円

 原材料及び貯蔵品 495 

 未成工事支出金 190   
 

※１ たな卸資産の内訳 

商品 2,815百万円

 原材料及び貯蔵品 453 

 未成工事支出金 130   

 未成業務支出金 2   
 

※２ 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 担保資産 

①担保に供している資産 

 建物及び構築物 305百万円

 土地 7,275 

②対応する債務 

 短期借入金 1,477百万円

 長期借入金 4,022 
 

※３ 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 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) 473百万円

 
４ 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  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。

※２  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 

※１  同左 

 

※２  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。 

    なお、㈱松屋浅草店の減損損失は、連結損益

計算書の特別損失「店舗縮小関連損失」に含め

て表示しております。 

 
(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
126

飲食 

店舗 

東京都 

中央区等 

その他の

有形 

固定資産等

16

その他
東京都 

中央区等 

建物及び

構築物等
13

合計 155
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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 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
 

 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。 
 

                  
 
 
 
 
 

                  
 

(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 15

その他の無形固定資産 2

リース資産 30

合計 155
  

 
 
 
同左 

 
 
 
 

     
 
 
 

※３  ㈱松屋浅草店の縮小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。なお、店舗縮

小関連損失の内訳は、減損損失 126 百万円、商

品評価損 127 百万円、店舗縮小関連損失引当金

繰入 711 百万円、固定資産除却損 9 百万円、そ

の他 13 百万円であります。 

※４  ㈱アターブルイーピーの東京都中央区の店舗

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。 
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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。 

 

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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) 290 0 0 290

（注）１ 自己株式の増加0千株は、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56百万円であります。 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

 (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 2,636百万円

現金及び現金同等物の期末残高 2,636百万円 

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 2,555百万円

現金及び現金同等物の期末残高 2,555百万円 
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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

営業利益又は営業損
失（△） 

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

 

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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 

68,551 7,454 3,351 1,749 392 81,499 ― 81,499

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

70 246 3,610 63 1,304 5,296 (5,296) ―

計 68,621 7,700 6,962 1,813 1,697 86,795 (5,296) 81,499

営業費用 69,027 7,679 6,947 1,734 1,627 87,016 (5,325) 81,690

営業利益又は営業損
失（△） 

△405 21 14 79 69 △221 29 △191
   

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

  

資産 40,603 2,909 2,532 1,119 2,555 49,721 (37) 49,684

減価償却費 1,506 61 22 22 40 1,653 (44) 1,609

減損損失 134 16 7 5 ― 163 (7) 155

資本的支出 1,113 17 22 46 18 1,217 (22) 1,195

(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 

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。 
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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3,515百万円、当連結会計年度3,518百万
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 百貨店業の減損損失は「店舗縮小関連損失」に含んでおります。 

 
 
【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。 

 
 
 

(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 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。 

１株当たり純資産額 141.87円

１株当たり当期純損失 119.53円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円

同左 

 
 

(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) 13,689 7,844 

普通株式に係る純資産額(百万円) 13,357 7,519 

差額の主な内訳(百万円) 
新株予約権 
少数株主持分 

 
86 
244 

 
56 
269 

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) 290 290 

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) 52,999 52,998 
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２.１株当たり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損失(△)(百万円) △1,729 △6,335 

普通株式に係る当期純損失(△)(百万円) △1,729 △6,335 

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) 53,131 52,998 

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
 

潜在株式の種類と数 
 

同左 

  

(重要な後発事象) 

当社は、平成 22 年３月 29 日開催の取締役会において、取引金融機関に対し下記の資産の担保提供を行う

ことを決議いたしました。 

 

担保提供の目的   安定的な資金調達を図るため 

担保提供期間    期間なし 

担保提供資産の種類及び簿価  建物及び構築物 1,403 百万円、土地 0 百万円 

 

(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。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 594 676 

受取手形 42 16 

売掛金 4,237 4,171 

商品 3,792 2,450 

貯蔵品 56 51 

前渡金 11 47 

前払費用 197 156 

繰延税金資産 619 － 

短期貸付金 86 322 

関係会社短期貸付金 810 200 

営業外未収入金 89 27 

その他 151 161 

貸倒引当金 △295 △11 

流動資産合計 10,393 8,269 

固定資産   

有形固定資産   

建物 34,686 35,050 

減価償却累計額 △21,522 △22,421 

建物（純額） 13,164 12,629 

車両運搬具 1 1 

減価償却累計額 △0 △0 

車両運搬具（純額） 0 0 

器具備品 1,839 1,645 

減価償却累計額 △1,412 △1,299 

器具備品（純額） 427 345 

土地 15,227 15,227 

リース資産 － 16 

減価償却累計額 － △1 

リース資産（純額） － 14 

有形固定資産合計 28,820 28,216 

無形固定資産   

借地権 279 279 

ソフトウエア 286 296 

リース資産 － 15 

その他 39 35 

無形固定資産合計 605 627 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,967 4,428 

関係会社株式 1,451 1,296 

出資金 0 0 

長期貸付金 207 － 

関係会社長期貸付金 1,380 1,355 

従業員に対する長期貸付金 50 5 

破産更生債権等 32 29 

長期前払費用 22 15 

繰延税金資産 312 － 

前払年金費用 620 159 

敷金 322 322 

差入保証金 1,595 1,403 

払込保険料 480 436 

その他 21 15 

貸倒引当金 △331 △573 

投資その他の資産合計 10,134 8,895 

固定資産合計 39,559 37,739 

資産合計 49,952 46,009 

負債の部   

流動負債   

支払手形 99 62 

買掛金 6,166 5,829 

短期借入金 15,606 16,021 

1年内返済予定の長期借入金 1,362 3,212 

リース債務 － 7 

未払金 1,284 3,192 

未払費用 174 146 

未払法人税等 34 14 

未払消費税等 － 99 

前受金 141 131 

商品券 1,925 1,776 

預り金 157 179 

前受収益 32 31 

賞与引当金 138 50 

商品券等回収損失引当金 283 331 

ポイントカード引当金 56 51 

店舗縮小関連損失引当金 － 711 

設備関係支払手形 4 6 

その他 － 7 

流動負債合計 27,467 31,864 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

固定負債   

長期借入金 8,614 5,402 

長期未払金 436 398 

リース債務 － 23 

繰延税金負債 － 492 

受入保証金 1,722 1,589 

その他 22 23 

固定負債合計 10,795 7,930 

負債合計 38,263 39,795 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,132 7,132 

資本剰余金   

資本準備金 3,660 3,660 

その他資本剰余金 1,978 1,978 

資本剰余金合計 5,639 5,639 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 370 370 

繰越利益剰余金 △1,164 △6,961 

利益剰余金合計 △793 △6,591 

自己株式 △407 △407 

株主資本合計 11,570 5,773 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45 395 

繰延ヘッジ損益 △13 △11 

評価・換算差額等合計 31 384 

新株予約権 86 56 

純資産合計 11,689 6,213 

負債純資産合計 49,952 46,009 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 75,786 68,621 

売上原価   

商品期首たな卸高 3,684 3,792 

当期商品仕入高 57,810 51,316 

合計 61,495 55,109 

商品期末たな卸高 3,792 2,450 

売上原価合計 57,702 52,657 

売上総利益 18,083 15,963 

販売費及び一般管理費   

配送費 627 556 

広告宣伝費 1,353 1,173 

役員報酬及び給料手当 5,043 4,576 

賞与引当金繰入額 138 50 

賞与 647 417 

福利厚生費 882 801 

役員退職慰労引当金繰入額 5 － 

減価償却費 1,470 1,426 

賃借料 2,165 1,990 

建物設備管理料及び営繕費 1,441 1,390 

販売手数料 841 765 

その他 3,373 3,221 

販売費及び一般管理費合計 17,991 16,369 

営業利益又は営業損失（△） 92 △405 

営業外収益   

受取利息 30 10 

受取配当金 159 161 

受取賃貸料 149 146 

債務勘定整理益 159 179 

受取協賛金 140 82 

その他 28 27 

営業外収益合計 668 607 

営業外費用   

支払利息 423 422 

不動産賃貸原価 75 74 

商品券等回収損失引当金繰入額 73 168 

その他 34 56 

営業外費用合計 606 722 

経常利益又は経常損失（△） 153 △520 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 78 － 

貸倒引当金戻入額 66 － 

主要株主株式売買利益金 17 17 

新株予約権戻入益 － 38 

特別利益合計 162 55 

特別損失   

固定資産除却損 361 101 

投資有価証券評価損 1,723 19 

貸倒引当金繰入額 248 247 

たな卸資産評価損 － 38 

子会社株式評価損 － 186 

店舗縮小関連損失 － 997 

再就職支援制度関連損失 － 2,442 

その他 51 1 

特別損失合計 2,386 4,033 

税引前当期純損失（△） △2,070 △4,498 

法人税、住民税及び事業税 11 6 

法人税等調整額 △273 1,291 

法人税等合計 △262 1,298 

当期純損失（△） △1,808 △5,797 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,132 7,132 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,132 7,132 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,660 3,660 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,660 3,660 

その他資本剰余金   

前期末残高 2,021 1,978 

当期変動額   

自己株式の処分 △42 0 

当期変動額合計 △42 0 

当期末残高 1,978 1,978 

資本剰余金合計   

前期末残高 5,681 5,639 

当期変動額   

自己株式の処分 △42 0 

当期変動額合計 △42 0 

当期末残高 5,639 5,639 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 920 370 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △550 － 

当期変動額合計 △550 － 

当期末残高 370 370 

繰越利益剰余金   

前期末残高 359 △1,164 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 550 － 

剰余金の配当 △265 － 

当期純損失（△） △1,808 △5,797 

当期変動額合計 △1,523 △5,797 

当期末残高 △1,164 △6,961 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,280 △793 

当期変動額   

剰余金の配当 △265 － 

当期純損失（△） △1,808 △5,797 

当期変動額合計 △2,073 △5,797 

当期末残高 △793 △6,591 

自己株式   

前期末残高 △498 △407 

当期変動額   

自己株式の取得 △694 △0 

自己株式の処分 785 0 

当期変動額合計 91 △0 

当期末残高 △407 △407 

株主資本合計   

前期末残高 13,595 11,570 

当期変動額   

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 △5,797 

自己株式の取得 △694 △0 

自己株式の処分 743 0 

当期変動額合計 △2,024 △5,797 

当期末残高 11,570 5,773 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 134 45 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △89 350 

当期変動額合計 △89 350 

当期末残高 45 395 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △29 △13 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15 2 

当期変動額合計 15 2 

当期末残高 △13 △11 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 105 31 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73 352 

当期変動額合計 △73 352 

当期末残高 31 384 

新株予約権   

前期末残高 100 86 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 △30 

当期変動額合計 △13 △30 

当期末残高 86 56 

純資産合計   

前期末残高 13,801 11,689 

当期変動額   

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 △5,797 

自己株式の取得 △694 △0 

自己株式の処分 743 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87 322 

当期変動額合計 △2,111 △5,475 

当期末残高 11,689 6,213 
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