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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 19,377 △2.3 295 ― 292 ― 381 ―

22年2月期第1四半期 19,827 ― △334 ― △359 ― △790 ―

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

23年2月期第1四半期 7.18 ―

22年2月期第1四半期 △14.92 ―

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

23年2月期第1四半期 49,291 8,004 15.7 146.46
22年2月期 49,684 7,844 15.1 141.87

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  7,762百万円 22年2月期  7,519百万円

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  
 

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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

38,000 △4.2 450 ― 400 ― 300 ― 5.66

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) 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頁【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 

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。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 53,289,640株 22年2月期  53,289,640株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  291,011株 22年2月期  290,832株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 52,998,756株 22年2月期第1四半期 52,998,952株
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【定性的情報・財務諸表等】 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期(平成 22 年３月１日～平成 22 年５月 31 日)におけるわが国経済は、企業収益や

個人消費が持ち直してきているとはいうものの、自律性は弱く、欧州を中心とした海外景気の下

振れ懸念やデフレの影響など景気を下押しするリスクもあり、当面、急速な回復を見込めない状

況にありました。 

 百貨店業界におきましては、前年同月に対する売上高減少率が改善してきたとはいうものの、

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等による影響もあり、東京地区百

貨店売上高は 27 ヵ月連続で前年割れとなり、依然として厳しい状況が続きました。 

 当社グループでは、こうした厳しい状況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、平成 22 年４月に新たに「中期経営計画(2010～2012 年度)」を策定し、

諸施策を実施してまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 19,377 百万円と前年同四半期に比べ 449

百万円(△2.3％)の減収となり、営業利益は295百万円と前年同四半期に比べ629百万円の増益、

経常利益は 292 百万円と前年同四半期に比べ 651 百万円の増益、四半期純利益は 381 百万円と前

年同四半期に比べ 1,171 百万円の増益となりました。 

＜百貨店業＞ 

銀座店におきましては、「松屋銀座のポテンシャル、優位性の 大化」の基本方針の下、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、２階インタ

ーナショナル雑貨ゾーンの拡大(第２期工区の着手)を行いました。また、ミドル層のミセスをタ

ーゲットとした「エレガンスサロン」を６階にオープンすると同時に、美術・リビング部門を７

階に集約し、全館の回遊性の向上と買廻り性の強化に継続して取り組みました。さらに、開店

85 周年を記念した大型文化催事・名物催事を集中的に展開し、集客に努めるとともに、全館で

の「イベント」や「おもてなし」の強化を行い、お客様の滞留時間の増加と買廻り性の向上を図

りました。浅草店におきましては、今期より営業面積を大幅に縮小したため、地元顧客と将来の

来街客増加を見据えた商品構成へと改め、食と雑貨に特化した「マイタウン・マイストア松屋浅

草」として、再出発を果たしました。また、同時に浅草店の組織を銀座本店の下に編入すること

により、従来の２割程度の要員での運営を実現し、早期に単店舗黒字化を目指す体制を整えまし

た。銀座店の集客の成功と衣料品・身廻品の復調の結果、百貨店業におきましては、入店客数・

客単価ともに前年を上回って推移し、営業面積を縮小した浅草店の実績を含めてもほぼ前年並み

の売上実績を確保いたしました。また、銀座店単店舗では、本年２月より４ヵ月連続で前年実績

を上回りました。 

 以上の結果、百貨店業の売上高は 16,324 百万円と前年同四半期に比べ 328 百万円（△2.0％）

の減収となり、営業利益は 285 百万円と前年同四半期に比べ 603 百万円の増益となりました。 

＜飲食業＞ 

 飲食業の婚礼宴会部門におきましては、引続き婚礼組数の増加に取り組みましたが、景気低迷

の影響を受け、売上高は前年を下回りました。また、イタリアンレストラン部門では、法人需要

の低迷によるディナーの苦戦と客単価の落ち込みによる影響が大きく減収・減益となりました。 

 以上の結果、売上高は 1,758 百万円と前年同四半期に比べ 105 百万円(△5.6％)の減収、営業

損失は 93 百万円となりました。 
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＜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、景気低迷の中、企業による投資の縮小や延期 

などの影響を受け、各部門共に売上高は前年を下回りました。一方、原価や人件費をはじめとす

る費用の削減に取り組んだ結果、営業利益は増益となりました。 

 以上の結果、売上高は 1,519 百万円と前年同四半期に比べ 163 百万円(△9.7％)の減収、営業

利益は 50 百万円と前年同四半期に比べ 52 百万円の増益となりました。 

＜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、店舗の拡充に取り組み、主力商品である

北欧の家具、リビング用品および雑貨の営業強化に努めてまいりましたが、既存店舗の落ち込み

が大きく、売上高は前年を下回る結果となりました。また、利益につきましても、為替の変動や

店舗展開による販売管理費の上昇による影響等で減益となりました。 

 以上の結果、売上高は 439 百万円と前年同四半期に比べ 53 百万円(△10.8％)の減収、営業利

益は 14 百万円と前年同四半期に比べ 13 百万円(△49.1％)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、用度品や保険代理業務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・減益となりました。 

 以上の結果、売上高は 389 百万円と前年同四半期に比べ 61 百万円(△13.6％)の減収、営業利

益は 25 百万円と前年同四半期に比べ 4百万円(△16.0％)の減益となりました。 

 
2．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ、392 百万円減少し 49,291

百万円となりました。これは主に現金及び預金 265 百万円の減少等によるものであります。負債

合計は前連結会計年度末に比べ、552 百万円減少し 41,287 百万円となりました。これは主に未

払金 2,900 百万円の減少、借入金 2,019 百万円の増加等によるものであります。純資産の部は利

益剰余金 381 百万円の増加等により 159 百万円増加し 8,004 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 

 第２四半期累計期間につきましては、足元の百貨店売上高が予想を上回って推移していること

から、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益が前回予想を上回る見込みとなりました。 

つきましては、平成 22 年４月 12 日付の「平成 22 年２月期決算短信」において公表いたしま

した業績予想を修正しております。本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 
 

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１四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。 
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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、又は、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。 

（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 

 「工事契約に関する会計基準」等の適用 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成

19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、

当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ

いては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは主として原価比例法）を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用しているものがないた

め、これによる損益への影響はありません。 

－5－

㈱松屋（8237）　平成23年２月期第１四半期決算短信



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１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,289 2,555 

受取手形及び売掛金 5,625 5,307 

たな卸資産 3,305 3,402 

その他 1,077 1,097 

貸倒引当金 △33 △34 

流動資産合計 12,264 12,327 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,264 12,496 

土地 15,227 15,227 

その他（純額） 509 521 

有形固定資産合計 28,002 28,245 

無形固定資産 698 692 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,963 4,966 

その他 3,438 3,531 

貸倒引当金 △75 △79 

投資その他の資産合計 8,325 8,418 

固定資産合計 37,026 37,356 

資産合計 49,291 49,684 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,303 6,855 

短期借入金 18,579 16,795 

未払法人税等 26 52 

賞与引当金 270 101 

商品券等回収損失引当金 412 414 

ポイントカード引当金 53 51 

店舗縮小関連損失引当金 619 711 

店舗閉鎖損失引当金 143 － 

その他 5,295 8,347 

流動負債合計 32,706 33,330 

固定負債   

長期借入金 5,637 5,402 

退職給付引当金 216 210 

店舗閉鎖損失引当金 － 143 

その他 2,727 2,753 

固定負債合計 8,580 8,509 

負債合計 41,287 41,839 
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

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 △4,819 △5,200 

自己株式 △417 △417 

株主資本合計 7,534 7,153 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 335 406 

繰延ヘッジ損益 △107 △41 

評価・換算差額等合計 227 365 

新株予約権 － 56 

少数株主持分 241 269 

純資産合計 8,004 7,844 

負債純資産合計 49,291 49,684 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 19,827 19,377 

売上原価 14,530 14,286 

売上総利益 5,296 5,090 

販売費及び一般管理費 5,630 4,794 

営業利益又は営業損失（△） △334 295 

営業外収益   

受取利息 1 1 

受取配当金 30 29 

債務勘定整理益 49 51 

受取協賛金 30 10 

その他 26 41 

営業外収益合計 138 135 

営業外費用   

支払利息 94 88 

商品券等回収損失引当金繰入額 34 39 

その他 34 10 

営業外費用合計 163 138 

経常利益又は経常損失（△） △359 292 

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 56 

その他 3 29 

特別利益合計 58 85 

特別損失   

固定資産除却損 1 9 

減損損失 13 － 

たな卸資産評価損 38 － 

開業費償却 33 － 

特別損失合計 87 9 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△388 368 

法人税、住民税及び事業税 31 14 

法人税等調整額 409 △2 

少数株主損失（△） △38 △24 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △790 381 
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△388 368 

減価償却費 387 382 

賞与引当金の増減額（△は減少） 219 169 

店舗縮小関連損失引当金の増減額（△は減少） － △91 

受取利息及び受取配当金 △32 △31 

支払利息 94 88 

固定資産除却損 1 9 

減損損失 13 － 

開業費償却額 33 － 

新株予約権戻入益 △38 △56 

売上債権の増減額（△は増加） △75 △318 

たな卸資産の増減額（△は増加） 20 96 

仕入債務の増減額（△は減少） 281 448 

その他 △59 △191 

小計 457 874 

利息及び配当金の受取額 32 30 

利息の支払額 △40 △49 

退職給付制度改定に伴う支払額 △7 － 

再就職支援制度に伴う支払額 － △2,884 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △55 △49 

営業活動によるキャッシュ・フロー 385 △2,078 

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 △80 △104 

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 △37 △33 

投資有価証券の取得による支出 △12 △71 

投資有価証券の売却による収入 42 － 

その他 △7 8 

投資活動によるキャッシュ・フロー △93 △200 

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） 173 1,284 

長期借入れによる収入 － 1,000 

長期借入金の返済による支出 △265 △265 

その他 △5 △5 

財務活動によるキャッシュ・フロー △96 2,013 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 195 △265 

現金及び現金同等物の期首残高 2,636 2,555 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,831 2,289 
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（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】 

 
前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５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 

16,636 1,802 784 478 125 19,827 ― 19,827

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

16 61 898 14 325 1,316 (1,316) ―

計 16,653 1,863 1,683 492 451 21,144 (1,316) 19,827

営業利益又は営業損失(△) △317 △83 △1 27 30 △344 9 △334

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５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 

16,311 1,697 834 420 113 19,377 ― 19,377

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

13 61 684 18 276 1,054 (1,054) ―

計 16,324 1,758 1,519 439 389 20,431 (1,054) 19,377

営業利益又は営業損失(△) 285 △93 50 14 25 282 13 295

(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】 

    前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累

計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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】 

    前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累

計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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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