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平成 23 年 3 月 28 日 

各     位 

会  社  名 株式会社ながの東急百貨店 

代表者の役職名 取締役社長 中島 雅之 

(ＪＡＳＤＡＱ  コード番号９８２９) 

問い合わせ先 経営統括部担当部長 島田芳雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０２６－２２６－８１８１ 

 

 

親会社に係る決算に関するお知らせ 

 

当社の親会社である株式会社東急百貨店の平成 23年 1 月期決算（平成 22 年 2月 1日～平成 23 年 1月 31 日）

が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１． 親会社の名称等 

(1) 名      称   株式会社東急百貨店 

(2) 所 在 地  東京都渋谷区道玄坂 2－24－1 

(3) 代表者の役職氏名  取締役社長執行役員 二 橋 千 裕 

(4) 事 業 の 内 容  百貨店業 

(5) 資 本 金  100 億円 

(6) 当 社 と の 関 係  

   ① 資 本 関 係  議決権被所有割合 57.8％（平成 23 年 1 月 31 日現在） 

   ② 人 的 関 係  当社の取締役 1名が親会社の取締役を兼務しております。 

   ③ 取 引 関 係  商品の共同仕入 

 

 

２． 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

(1) 所有者別状況、大株主の状況 
平成23年1月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

東京急行電鉄株式会社 渋谷区南平台町５－６ 70,000 100.0
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(2) 役員の状況 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取 締 役 会 長 
代 表 取 締 役 

 鈴 木 克 久 昭和19年１月24日

昭和41年４月

平成11年６月

平成13年６月

平成16年４月

平成17年６月

平成18年６月

平成21年４月

平成22年１月

東京急行電鉄株式会社入社 

同社取締役 

同社常務取締役 

株式会社東急百貨店監査役 

東京急行電鉄株式会社専務取締役 

同社取締役副社長現在に至る 

株式会社東急百貨店取締役 

同社取締役会長現在に至る 

※3 

 

 

 

 －

取 締 役 
社長執行役員 
代 表 取 締 役 

 二 橋 千 裕  昭和29年１月26日

昭和51年４月

平成14年６月

平成16年６月

平成18年２月

平成18年６月

平成20年４月

平成22年１月

平成22年１月

株式会社伊勢丹入社 

同社執行役員 

同社常務執行役員 

同社専務執行役員 

同社取締役専務執行役員 

株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役 

株式会社伊勢丹専務執行役員現在に至る 

株式会社東急百貨店取締役社長執行役員現在

に至る 

※3  －

昭和49年４月 株式会社東急百貨店入社 

平成12年４月 同社人事部長 
取 締 役 
常務執行役員 

総務部長、
法人外商事
業部所管 

中 村 博 之 昭和26年10月13日 平成16年４月

平成20年４月

平成23年１月

同社取締役人事部長 

同社常務執行役員 

同社取締役常務執行役員現在に至る 

※4  －

昭和39年４月 東京急行電鉄株式会社入社 

平成７年６月 同社取締役 

平成11年６月 同社常務取締役 

平成13年６月 同社専務取締役 

平成17年６月 同社取締役社長現在に至る 

取 締 役  越 村 敏 昭 昭和15年９月20日

平成18年４月 株式会社東急百貨店取締役現在に至る 

※3  －

昭和43年４月 東京急行電鉄株式会社入社 

平成11年６月 同社取締役 

平成15年６月 同社常務取締役 

平成17年６月 同社専務取締役 

平成20年４月 株式会社東急百貨店取締役 

平成21年３月 同社取締役副会長 

取 締 役  安 達   功 昭和18年10月１日

平成21年６月

平成22年１月

東京急行電鉄株式会社取締役副社長現在に至

る 

株式会社東急百貨店取締役現在に至る 

※3  －

昭和50年４月 東京急行電鉄株式会社入社 

平成15年６月 同社取締役 

平成18年４月 株式会社東急百貨店取締役 

平成18年６月 東京急行電鉄株式会社常務取締役現在に至る 

平成19年２月 株式会社東急百貨店専務取締役 

同社取締役専務執行役員 

同社取締役現在に至る 

取 締 役  木 下 雄 治 昭和26年４月23日

平成20年４月

平成21年３月

平成21年３月 株式会社東急ストア取締役社長社長執行役員

現在に至る 

※3  －

株式会社東急百貨店入社 昭和52年４月

平成12年11月 同社経理部長 

常 勤 監 査 役  楠 森 信 俊 昭和29年１月23日

平成16年４月

平成18年４月

平成19年４月

平成19年４月

平成20年４月

平成22年１月

同社営業推進室長 

株式会社ながの東急百貨店取締役 

株式会社東急百貨店経営管理室長 

同社取締役 

同社執行役員 

同社常勤監査役現在に至る 

※5  －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

監 査 役  岩 田 哲 夫 昭和23年４月30日

昭和47年４月

 

平成11年６月

平成15年６月

平成17年５月

平成19年６月

平成19年７月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行)入社 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社常務執行役員 

東京急行電鉄株式会社常勤監査役現在に至る 

株式会社東急百貨店監査役現在に至る 

※5  －

監 査 役  小 林 昭 人 昭和31年１月５日

昭和55年４月

平成20年４月

平成20年11月

 

平成21年４月

東京急行電鉄株式会社入社 

同社執行役員リゾート事業部長 

同社執行役員リテール事業本部副事業本部長

現在に至る 

株式会社東急百貨店監査役現在に至る 

※5  －

 計   －

(注) ※1．取締役越村敏昭氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役であります。 

※2．監査役岩田哲夫氏、監査役小林昭人氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

※3．取締役の任期は、平成 22 年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成 23 年１月期に係る定時株主総会の終結の時まででありま

す。 

※4．平成 23 年１月 28 日付で取締役に選任された中村博之氏の任期は当社定款の定めにより、平成 23 年１月期に係る定時株主総会の 

終結の時までであります。 
※5．監査役の岩田哲夫氏の任期は、平成 20 年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成 24 年１月期に係る定時株主総会の終結の時

までであります。また、小林昭人氏及び楠森信俊氏は、それぞれ退任した監査役の補欠として選任されましたので、その任期は定

款の定めにより、平成 24 年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 

 
 
親会社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は、以下の

とおりであります。 
  

役名 職名 氏名 

専務執行役員 営業本部長 小 俣 裕 史 

常務執行役員 経営統括室長 雨 宮   主 

執 行 役 員 ＭＤ統括本部長 丹 野 謙 次 

執 行 役 員 札幌店長 楠 野   創 

執 行 役 員 食品統括部長 村 松 弘 章 

執 行 役 員 東横店長 松 田 啓 二 

執 行 役 員 経営統括室 事業推進担当部長 美 山 治 雄 

執 行 役 員 営業政策室長 上 根 弘 之 

執 行 役 員 経営統括室 企画調整担当部長 高 井   寿 

執 行 役 員 吉祥寺店長 村 上 正 裕 

執 行 役 員 婦人・紳士統括部長 橋 詰 敏 文 

 
 (注) 職名は当該会社におけるものであります。 
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３.個別財務諸表 

 

(１) 経営成績 

Ⅰ. 当期の経営成績 

○  当期のわが国経済は、企業収益が改善するとともに、各種政策効果により個人消費も  

やや持ち直すなど、一部に明るい兆しが見られましたが、デフレの進行や急激な円高・  

株安の影響などもあり、景気は依然として不透明な状況のうちに推移いたしました。  

百貨店業界におきましては、厳しい雇用・所得環境を反映し、消費者の慎重な購買  

行動が続き、大都市部の店舗で改装や増床などの営業施策が実施されましたが、  

商況は総じて低調のうちに終始いたしました。  

○  売上高は 202,224百万円を計上し対前年比99.1％でしたが、賃貸化等修正前年比  

（賃貸化による売上の減少等を修正した前年比）では 100.1％となりました。  

・         ・  店別売上高では、吉祥寺店が一部リモデルによる売場再編の実施や  

同業他店の店舗閉鎖影響もあり、対前年比 112.4％と大きく伸長しました。  

・  本店におきましては７階に渋谷地区 大級の書籍売場となる  

「丸善＆ジュンク堂書店」を賃貸運営により導入するとともに上層階の再編を 

行なっております。  

○  販売費及び一般管理費におきましては、外部委託業務を見直すなどあらゆる経費の  

有効活用と効率化をはかり、 1,097百万円の削減（対前年比 98.0％）を行ないました。  

○  以上の結果、  

営業利益   3,315百万円（対前年比 143.7％）  

経常利益   2,543百万円（対前年比 164.3％）  

当期純利益 1,126百万円（対前年4,674百万円増）となり、  

各段階利益において前年と比較して大幅な増益となっております。 

 

Ⅱ. 店別売上高 

（単位 百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「本店」には東横店、本店、法人外商事業部を含みます。 

○「たまプラーザ店」には、たまプラーザ店、レシピ青葉台店を含みます。 

○「その他」には、ＳＣ型店舗の町田店、港北店、日吉店を含みます。 

売上高 前年増減 対前年比（％） 
賃貸化等修正 

前年比（％） 

本 店 99,187 △3,616 96.5 98.4

吉 祥 寺 店 30,965 3,425 112.4 113.1

たまプラーザ店 31,644 △596 98.2 98.2

札 幌 店 26,588 △708 97.4 97.4

そ の 他 13,837 △440 96.9 96.9

全 社 計 202,224 △1,936 99.1 100.1
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(２) 【損益計算書】 

 
（単位：百万円） 

 
 

           期別 
科目 

当事業年度 
(平成22年2月1日 
 ～23年1月31日) 

前事業年度 
(平成21年2月1日 
～22年1月31日) 

比較増減率 比較増減 

売上高 202,224 204,160 99.1% △1,936

売上原価 155,537 156,750 99.2% △1,212

売上総利益 46,686 47,410 98.5% △723

その他の営業収入 9,172 8,538 107.4% 634

営業総利益 55,859 55,948 99.8% △89

販売費及び一般管理費 52,543 53,641 98.0% △1,097

人件費 22,172 22,224 99.8% △52

総係費 16,310 16,654 97.9% △344

販売費 10,597 10,738 98.7% △140

減価償却費 3,463 4,023 86.1% △560

営業利益 3,315 2,307 143.7% 1,008

営業外収益  

受取利息及び配当金 53 242 21.9% △189

その他 391 444 88.1% △52

営業外収益合計 444 687 64.7% △242

営業外費用  

支払利息 359 445 80.7% △86

その他 858 1,001 85.7% △143

営業外費用合計 1,217 1,446 84.2% △229

経常利益 2,543 1,548 164.3% 995

 特別利益 1,335 1,648 81.0% △312

特別損失 2,891 3,542 81.6%  △651

税引前当期純利益又は純損失(△) 987 △346  －  1,333

法人税、住民税及び事業税 24 23 102.8% 0

法人税等調整額 △162 3,178 －  △3,340  

当期純利益又は純損失(△) 1,126 △3,548 －  4,674  



 6

  

(３) 【貸借対照表】 

 
 （単位：百万円） 

    期別 

科目 
   当事業年度 

（平成23年1月31日）

   前事業年度 

（平成22年1月31日）
比較増減 

    期別

科目 
    当事業年度 

 （平成23年1月31日） 

   前事業年度 

（平成22年1月31日）
比較増減 

資産の部    負債の部    

流動資産    流動負債    

現金及び預金 1,063 1,889 △826 支払手形 1,180 884 296

受取手形 114 177 △62 買掛金 17,916 19,584 △1,667

売掛金 7,635 7,419 216 短期借入金 8,471 37,559 △29,087

商品 7,746 8,387 △640 リース債務 116 106 10

前払費用 1,027 1,097 △70 未払金 464 1,827 △1,363

未収収益 145 174 △29 未払費用 3,580 4,305 △724

未収入金 3,063 2,923 140 未払法人税等 56 87 △30

短期貸付金 1,650 1,750 △100 未払消費税等 408 538 △130

繰延税金資産 997 755 242 前受金 4,713 4,806 △92

その他 1,067 308 759 預り金 6,445 8,077 △1,631

貸倒引当金 △14 △22 8 事業損失引当金 256 ― 256

流動資産合計 24,497 24,861 △363 商品券等回収損引当金 1,493 1,444 49

固定資産 その他 950 1,015 △65

有形固定資産 流動負債合計 46,055 80,237 △34,182

建物設備 28,932 30,286 △1,354  固定負債  

車輌及び運搬具 68 34 34 長期借入金 30,249 381 29,868

器具及び備品 902 1,007 △104 リース債務 363 431 △68

土地 43,462 43,349 112 預り敷金及び保証金 5,782 5,872 △89

建設仮勘定 1,170 ― 1,170 退職給付引当金 7,545 6,957 588

有形固定資産合計 74,537 74,679 △142 長期資産除去債務 1,067 ― 1,067

無形固定資産 その他 212 400 △188

借地権 3 3 － 固定負債合計 45,220 14,042 31,177

ソフトウェア 596 844 △248 負債合計 91,275 94,280 △3,004

ソフトウェア仮勘定 220 5 214 純資産の部  

その他 45 45 －  

無形固定資産合計 866 899 △33
株主資本 

 

投資その他の資産 資本金 10,000 10,000 －

投資有価証券 828 824 4 資本剰余金 8,851 8,851 －

関係会社株式 2,809 3,948 △1,139 利益剰余金 10,058 8,932 1,126

長期貸付金 18 23 △4 株主資本合計 28,910 27,784 1,126

敷金及び保証金 15,622 15,452 170  

長期繰延税金資産 450 529 △79
評価・換算差額等

 

その他 895 1,046 △151 その他有価証券評価差額金 △0 △78 78

貸倒引当金 △339 △344 5 繰延ヘッジ損益 ― △66 66

投資その他の資産合計 20,284 21,479 △1,194 評価・換算差額等合計 △0 △145 144

固定資産合計 95,688 97,058 △1,370 純資産合計 28,909 27,638 1,270

資産合計 120,185 121,919 △1,733 負債純資産合計 120,185 121,919 △1,733
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４.連結財務諸表 
 
(１) 【連結損益計算書】 

 
（単位：百万円） 

 

           期別 
科目 

当連結会計年度 
(平成22年2月1日 
 ～23年1月31日) 

前連結会計年度 
(平成21年2月1日 
～22年1月31日) 

比較増減率 比較増減 

売上高 243,663 242.481 100.5% 1,182

売上原価 187,788 186,434 100.7% 1,354

売上総利益 55,875 56,046 99.7% △171

その他の営業収入 11,245 10,806 104.1% 438

営業総利益 67,120 66,853 100.4% 266

販売費及び一般管理費 63,388 63,955 99.1% △567

人件費 27,433 27,541 99.6% △108

総係費 19,150 19,099 100.3% 51

販売費 12,519 12,495 100.2% 23

減価償却費 4,284 4,818 88.9% △533

営業利益 3,732 2,898 128.8% 833

営業外収益  

受取利息及び配当金 32 183 17.9% △150

その他 489 716 68.4% △226

営業外収益合計 522 899 58.1% △376

営業外費用  

支払利息 400 503 79.5% △103

その他 1,128 1,216 92.7% △88

営業外費用合計 1,528 1,720 88.9% △191

経常利益 2,726 2,077 131.2% 648

 特別利益 1,054 3,063 34.4% △2,009

特別損失 2,335 3,960 59.0% △1,625

税金等調整前当期純利益 1,445 1,180 122.5% 265

法人税、住民税及び事業税 113 109 103.4% 3

法人税等調整額 △101 3,383 －  △3,485

少数株主利益 35 31 110.3% 3

当期純利益又は純損失(△) 1,397 △2,345 －  3,743
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(２) 【連結貸借対照表】 

 
   （単位：百万円） 

 
 

    期別 

科目 
   当連結会計年度 

（平成23年1月31日）

 前連結会計年度 

（平成22年1月31日） 
比較増減 

    期別 

科目 
  当連結会計年度 

（平成23年1月31日） 

 前連結会計年度 

（平成22年1月31日）
比較増減 

資産の部    負債の部    

流動資産    流動負債    

現金及び預金 3,187 4,221 △1,033 支払手形及び買掛金 21,916 24,170 △2,253

受取手形及び売掛金 9,876 10,186 △309 短期借入金 14,076 43,630 △29,553

商品及び製品 10,511 11,239 △728 未払法人税等 157 156 1

仕掛品 21 25 △4 預り金 7,030 8,231 △1,200

原材料及び貯蔵品 328 374 △46 商品券等回収損引当金 1,687 1,649 38

繰延税金資産 1,207 1,033 173 事業損失引当金 369 ― 369

その他 5,155 5,241 △85 その他 12,833 15,154 △2,320

貸倒引当金 △20 △32 11 流動負債合計 58,072 92,992 △34,920

流動資産合計 30,266 32,290 △2,024  固定負債  

  長期借入金 30,414 751 29,663

固定資産  再評価に係る繰延税金負債 264 264 －

有形固定資産  退職給付引当金 8,942 8,326 615

建物及び構築物 35,680 37,352 △1,672 預り敷金及び保証金 6,642 7,273 △631

機械装置及び運搬具 414 260 153 繰延税金負債 161 178 △17

器具及び備品 1,674 1,817 △143 固定資産除却等引当金 288 310 △22

土地 53,846 53,737 108   長期資産除去債務 1,205 ― 1,205

建設仮勘定 1,539 28 1,510 その他 989 1,241 △252

有形固定資産合計 93,154 93,197 △42 固定負債合計 48,907 18,347 30,560

無形固定資産  負債合計 106,979 111,339 △4,360

借地権 3 3 － 純資産の部  

ソフトウェア 835 929 △94 株主資本  

ソフトウェア仮勘定 220 5 214 資本金 10,000 10,000 －

その他 73 79 △6 資本剰余金 8,851 8,851 －

無形固定資産合計 1,131 1,017 114 利益剰余金 16,400 15,002 1,397

  株主資本合計 35,251 33,853 1,397

投資その他の資産  評価・換算差額等  

投資有価証券 1,190 1,680 △489 その他有価証券評価差額金 △5 △82 76

敷金及び保証金 18,300 18,281 18 繰延ヘッジ損益 ― △66 66

繰延税金資産 727 815 △87 土地再評価差額金 211 211 －

その他 1,968 2,216 △248 為替換算調整勘定 △32 △25 △7

貸倒引当金 △426 △369 △56 評価・換算差額等合計 172 37 135

投資その他の資産合計 21,759 22,623 △863 少数株主持分 3,909 3,898 10

固定資産合計 116,046 116,838 △792 純資産合計 39,333 37,790 1,543

資産合計 146,313 149,129 △2,816 負債純資産合計 146,313 149,129 △2,816


