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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第1四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年5月31日） 
（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         ％

24年 2月期第1四半期 15,826    △18.3 △293      ― △276      ― △742      ―

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

 

 
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

24年 2月期第1四半期 △14.01 ― 

23年 2月期第1四半期 7.18 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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

24年 2月期第1四半期 45,108 7,760 16.7 141.72

23年 2月期 46,514 9,046 18.8 165.21

(参考)自己資本 24年2月期第1四半期 7,511百万円 23年2月期 8,756百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
23年 2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00   
24年 2月期 ―    

24年 2月期(予想)  0.00 ― 0.00 0.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 33,000  △14.2 0     ― 0     ― 1,100   109.5 20.75

通  期 71,000   △9.1 800  △46.8 700  △52.0 1,800   36.5 33.96

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 ―社 (社名)  、除外 ―社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年2月期1Ｑ 53,289,640株 23年2月期 53,289,640株

② 期末自己株式数 24年2月期1Ｑ 291,021株 23年2月期 291,021株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期1Ｑ 52,998,619株 23年2月期1Ｑ 52,998,756株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予

想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)３

ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 



（参考）個別業績予想

　　平成24年２月期の個別業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

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) 27,500 △ 14.8 △ 100 ― △ 50 ― 950 164.3 17.91

通期 60,000 △ 8.7 600 △ 50.1 500 △ 56.9 1,400 38.1 26.40

(注)当四半期における業績予想の修正有無　有

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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1. 当四半期の連結業績に関する定性的情報 

（1）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期(平成 23 年３月１日～平成 23 年５月 31 日)におけるわが国経済は、３月 11 日に

発生した東日本大震災により、広域に亙り甚大な被害がもたらされ、大きな影響を被りました。 

 百貨店業界におきましても、首都圏における計画停電や節電に伴う営業時間の短縮、余震等に

よる心理的な不安や消費マインドの低下など、震災による影響が色濃く表れ、東京地区百貨店 

売上高は３ヵ月連続で前年実績を下回る結果となりました。 

 当社グループでは、こうした厳しい状況下においても「中期経営計画(2010～2012 年度)」の

基本方針に沿った諸施策を、環境の変化に対応しながらも着実に実行してまいりました。しかし

ながら、東日本大震災以降の消費環境の悪化は急速であり、前年実績を下回る結果となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は15,826百万円と前年同四半期に比べ3,550

百万円(△18.3％)の減収となり、営業損失は293百万円と前年同四半期に比べ588百万円の減益、

経常損失は 276 百万円と前年同四半期に比べ 568 百万円の減益、四半期純損失は 742 百万円と前

年同四半期に比べ 1,123 百万円の減益となりました。 

＜百貨店業＞ 

百貨店業の銀座店におきましては、中期経営計画の基本方針である「松屋銀座のポテンシャル、 

優位性の最大化」の下、独自性を重視した取り組みを強化することによって、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」の構築を進めてまいりました。 

商品政策につきましては、本年２月から３月にかけ、食品、婦人雑貨、子供服、リビングゾー

ンの一部に新規ブランドを導入し、それぞれのゾーンを再編することによって、全館におけるグ

レードとテイストの統一を推し進めるとともに、３月と５月には、専門店事業を展開している「銀

座インズ」に新たなショップをオープンするなど強化を図ってまいりました。催事につきまして

は、ゴールデンウィークに文化催事「島田ゆか＆ユリアヴォリ絵本原画展」を開催することによ

り集客と波及効果を図る一方、物販催事におきましても、大型の紳士催事「銀座の男」市の拡販

に注力するなど業績の向上に努めてまいりました。 

また、この度の震災を受け、４月 20 日に全館を挙げたチャリティーイベント「4.20 Message」

を開催したほか、世界の絵本作家から寄贈された原画のチャリティーオークションを実施するな

ど、百貨店としてできる社会貢献をお客様とともに行ってまいりました。 

浅草店におきましては、「マイタウン・マイストア」をキーワードに据え、ターミナル店舗の

利便性を活かしつつ、店舗近隣のお客様にご愛顧いただける店作りを推し進め、業績の向上に努

めてまいりました。 

しかしながら、震災による臨時休業、営業時間の短縮や消費マインドの低下などの影響により、   

百貨店業の売上高は 13,096 百万円、営業損失は 214 百万円となりました。 

＜飲食業＞ 

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

の婚礼・宴会の自粛によるキャンセルなどの影響が大きく、また、その他の部門におきましても、

震災による営業時間の短縮などの影響を受け、売上高は 1,457 百万円、営業損失は 181 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、震災による企業の投資縮小や 

延期などの影響を受け、売上高は 1,265 百万円となりました。また、原価や人件費をはじめとす

る費用の削減に取り組みましたが、営業損失は 18 百万円となりました。 

＜輸入商品卸売業＞ 

 輸入商品卸売業におきましては、積極的な店舗展開に取り組むなど売上拡大に努めました。主

力商品である北欧の家具、リビング用品及び雑貨の営業強化を行い、直営店においても実績を大

きく伸ばし、売上高は 573 百万円となりました。また、利益につきましても、新たな店舗展開に

よる販売管理費の上昇はあったものの、人件費等の削減に努め、営業利益は 84 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 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、1,405 百万円減少し

45,108 百万円となりました。これは主に現金及び預金 286 百万円の減少、投資有価証券 768 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、120 百万円減少し

37,348 百万円となりました。これは主に借入金 204 百万円の減少等によるものであります。純

資産合計は利益剰余金742百万円の減少等により1,285百万円減少し7,760百万円となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年２月期の業績予想につきましては、東日本大震災による当社業績に与える影響につ

き合理的な算定が困難だったため未定としておりましたが、足元の当社業績の動向等を踏まえ、

新たに業績予想を記載いたしております。なお、詳細につきましては、本日別途公表いたしまし

た「平成 24 年２月期の業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

2.その他の情報 

（1）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

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。 
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（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用 

当第 1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第 16 号 平

成20年３月10日公表分)及び｢持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い｣(実務

対応報告第 24 号 平成 20 年３月 10 日)を適用しております。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

 

｢資産除去債務に関する会計基準｣等の適用 

当第 1 四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18

号 平成 20 年３月 31 日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31 日)を適用しております。 

これにより、営業損失及び経常損失が 1百万円増加し、税金等調整前四半期純損失が 316

百万円増加しております。 
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3. 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23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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,223 2,510

受取手形及び売掛金 4,592 4,718

たな卸資産 2,936 2,968

その他 1,122 1,039

貸倒引当金 △26 △36

流動資産合計 10,849 11,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,410 11,641

土地 15,227 15,227

その他（純額） 449 476

有形固定資産合計 27,088 27,346

無形固定資産 610 634

投資その他の資産   

投資有価証券 4,255 5,023

その他 2,396 2,392

貸倒引当金 △90 △82

投資その他の資産合計 6,560 7,332

固定資産合計 34,259 35,314

資産合計 45,108 46,514

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,067 6,124

短期借入金 15,164 16,654

未払法人税等 45 145

賞与引当金 283 126

商品券等回収損失引当金 382 421

ポイント引当金 49 47

店舗縮小関連損失引当金 39 39

その他 5,368 5,257

流動負債合計 27,402 28,817

固定負債   

長期借入金 7,174 5,889

退職給付引当金 222 216

環境対策引当金 20 61

その他 2,528 2,483

固定負債合計 9,945 8,650

負債合計 37,348 37,468
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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23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 △4,624 △3,881

自己株式 △417 △417

株主資本合計 7,730 8,472

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △169 387

繰延ヘッジ損益 △49 △103

評価・換算差額等合計 △218 283

少数株主持分 249 290

純資産合計 7,760 9,046

負債純資産合計 45,108 46,514
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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22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 19,377 15,826

売上原価 14,286 11,663

売上総利益 5,090 4,163

販売費及び一般管理費 4,794 4,456

営業利益又は営業損失（△） 295 △293

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 29 25

債務勘定整理益 51 50

受取協賛金 10 1

その他 41 30

営業外収益合計 135 108

営業外費用   

支払利息 88 73

商品券等回収損失引当金繰入額 39 4

その他 10 13

営業外費用合計 138 91

経常利益又は経常損失（△） 292 △276

特別利益   

新株予約権戻入益 56 －

その他 29 －

特別利益合計 85 －

特別損失   

固定資産除却損 9 －

投資有価証券評価損 － 121

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 314

その他 － 73

特別損失合計 9 509

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（△）

368 △785

法人税、住民税及び事業税 14 33

法人税等調整額 △2 △36

法人税等合計 12 △2

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △783

少数株主損失（△） △24 △40

四半期純利益又は四半期純損失（△） 381 △742
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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22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23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（△）

368 △785

減価償却費 382 337

賞与引当金の増減額（△は減少） 169 157

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 △31 △26

支払利息 88 73

固定資産除却損 9 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 121

新株予約権戻入益 △56 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 314

売上債権の増減額（△は増加） △318 125

たな卸資産の増減額（△は増加） 96 31

仕入債務の増減額（△は減少） 448 △57

その他 △191 △557

小計 874 △265

利息及び配当金の受取額 30 26

利息の支払額 △49 △75

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） △49 △122

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,078 △436

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 △104 △20

無形固定資産の取得による支出 △33 △0

有形固定資産の売却による手付金収入 － 298

投資有価証券の取得による支出 △71 △11

その他 8 99

投資活動によるキャッシュ・フロー △200 366

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） 1,284 △939

長期借入れによる収入 1,000 1,500

長期借入金の返済による支出 △265 △765

その他 △5 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,013 △211

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265 △286

現金及び現金同等物の期首残高 2,555 2,510

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,289 2,223
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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。 
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【セグメント情報】 
(追加情報) 
当第 1 四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 17 号 平

成 21 年３月 27 日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20 号 平成 20 年３月 21 日)を適用しております。 

 
 

１．報告セグメントの概要 
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が経営資源の配分の決定等のために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 
当社グループは百貨店業を中心に構成されており、経済的特徴やサービス等に基づき集約される「百貨店

業」、「飲食業」、「ビル総合サービス及び広告業」、「輸入商品卸売業」を報告セグメントとしております。 
「百貨店業」は、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、卸売業を行っており

ます。「飲食業」は、飲食業及び結婚式場の経営を行っております。「ビル総合サービス及び広告業」は、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」は、

輸入商品の卸売等を行っております。 
 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
 

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年５月31日) 

（単位：百万円） 

 報告セグメント 

 百貨店業 飲食業 

ビル総合
サービス及び

広告業 

輸入商品

卸売業 
計 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連

結損益計

算書計上

額(注)３

売上高     

外部顧客への売上高 13,088 1,432 650 558 15,730 96 15,826 ― 15,826

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
8 24 614 14 662 227 889 △889 ―

計 13,096 1,457 1,265 573 16,392 324 16,716 △889 15,826

セグメント利益又は損失(△) △214 △181 △18 84 △329 25 △303 10 △293

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、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、商品検査業務等が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失の調整額10百万円は、セグメント間取引消去等であります。 

   ３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
 

 
 

（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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