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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8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2四半期 33,227    △13.6 23   △96.8 47   △93.4 3,558   577.7

23年 2月期第2四半期 38,448   △3.1 721      ― 719      ― 525     ―

 

 
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2四半期 67.14 ― 

23年 2月期第2四半期 9.90 ― 

 
（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2四半期 42,809 11,927 27.4 221.29

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2四半期 11,728百万円 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 ― 0.00   

24年 2月期(予想)   ― 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、対前期増減率） 

 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

通  期 71,000   △9.1 800  △46.8 700  △52.0 4,200   218.4 79.24

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

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2Ｑ 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2Ｑ 291,126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2Ｑ 52,998,596株 23年2月期2Ｑ 52,998,693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。 
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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２四半期(平成 23 年３月１日～平成 23 年８月 31 日)におけるわが国経済は、東日本大震

災の影響により依然として厳しい状況にありましたが、サプライチェーンの立て直しや生産活動

の回復に伴い、一部で持ち直しの動きも見られました。一方で、電力供給の制約や原子力災害の

影響、海外景気の下振れ懸念に加え、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念等もあり、景気の先行

きは依然不透明であり、本格的な回復には時間を要するものと思われます。 

 百貨店業界におきましては、震災による経済への影響が薄らぐとともに、一部の高額商品にも

動きが見られるようになり、前年同月に対する売上高減少率にも改善が見られましたが、未だ 

本格的な回復には至っておらず、夏の天候不順や円高・株安による景気の先行き懸念等による 

影響もあり、東京地区百貨店売上高は、６月こそクールビズ・節電対策商品等の盛り上がりに 

より前年同月比がプラスに転じたものの、当第２四半期においては前年実績を下回る結果となり

ました。 

 当社グループは、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施してまいりました。しかし

ながら、震災によってもたらされた消費環境の回復は緩やかなものに留まり、前年実績を下回る

結果となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は33,227百万円と前年同四半期に比べ5,221

百万円(△13.6％)の減収となり、営業利益は 23 百万円と前年同四半期に比べ 698 百万円(△

96.8％)の減益、経常利益は 47 百万円と前年同四半期に比べ 672 百万円(△93.4％)の減益、四半

期純利益は 3,558 百万円と前年同四半期に比べ 3,033 百万円(+577.7％)の増益となりました。 

＜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」を推進するため、全館のグレードとテイストの統一を図り、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、８月の末に秋の改装として

２階のインターナショナル雑貨ゾーンを拡大し新規ブランドを導入したほか、７階リビングフロ

アの顔である「デザインコレクション」売場を 22 年ぶりに全面改装するとともに、リビングフ

ロアの一部を再編するなど、銀座らしいファッションとデザインが交差する店としての品揃えの

強化を図りました。また、独自性のある文化催事や物販催事を開催することで集客の向上に努め

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、店舗近隣の顧客にご愛顧いただける店作りを推し進め、業績の向上に尽力

してまいりました。 

しかしながら、当第２四半期前半の落ち込みに比べ、後半はかなり改善してきたものの、主に

震災を起因とした来街者の減少や消費マインドの回復の遅れ等により、百貨店業の売上高は

27,603 百万円、営業損失は 89 百万円となりました。 
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＜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、

同様に震災の影響を受けたため、売上高は 3,107 百万円、営業損失は 130 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、景気低迷の中、震災による企業の設備投資の 

縮小や延期などの影響を受け、売上高は 2,816 百万円となりました。一方で、経費構造改革を進

め、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。その結果、営業損失は 0百万円

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、新規取引先の開拓、積極的な直営店の展開等、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た結果、売上高は

1,222 百万円となり、営業利益は 195 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連結会計年度末に比べ、3,704 百万円減少し

42,809 百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金 846 百万円の減少、建物及び構築

物 620 百万円の減少、土地 1,134 百万円の減少、投資有価証券 839 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、6,586 百万円減少し 30,881 百万円となりまし

た。これは主に借入金 5,937 百万円の減少等によるものであります。純資産の部は利益剰余金

3,558 百万円の増加、その他有価証券評価差額金 647 百万円の減少等により 2,881 百万円増加し

11,927 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月期通期の業績予想につきましては、平成 23 年８月 22 日付の「業績予想の修正

に関するお知らせ」から修正は行っておりません。 

 

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。 
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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）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、営業利益及び経常利益が４百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が 318

百万円減少しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,529 2,510

受取手形及び売掛金 3,871 4,718

たな卸資産 2,814 2,968

その他 1,047 1,039

貸倒引当金 △30 △36

流動資産合計 10,231 11,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,021 11,641

土地 14,093 15,227

その他（純額） 437 476

有形固定資産合計 25,552 27,346

無形固定資産 575 634

投資その他の資産   

投資有価証券 4,183 5,023

その他 2,356 2,392

貸倒引当金 △89 △82

投資その他の資産合計 6,449 7,332

固定資産合計 32,578 35,314

資産合計 42,809 46,514

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,984 6,124

短期借入金 9,847 16,654

未払法人税等 132 145

賞与引当金 101 126

商品券等回収損失引当金 374 421

ポイント引当金 47 47

店舗縮小関連損失引当金 39 39

その他 5,183 5,257

流動負債合計 21,710 28,817

固定負債   

長期借入金 6,758 5,889

退職給付引当金 204 216

環境対策引当金 29 61

その他 2,178 2,483

固定負債合計 9,170 8,650

負債合計 30,881 37,468
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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 △323 △3,881

自己株式 △417 △417

株主資本合計 12,031 8,472

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △260 387

繰延ヘッジ損益 △42 △103

評価・換算差額等合計 △302 283

少数株主持分 199 290

純資産合計 11,927 9,046

負債純資産合計 42,809 46,514
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 38,448 33,227

売上原価 28,101 24,287

売上総利益 10,346 8,939

販売費及び一般管理費 9,624 8,916

営業利益 721 23

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 86 79

債務勘定整理益 107 115

受取協賛金 31 14

その他 72 43

営業外収益合計 301 256

営業外費用   

支払利息 180 151

商品券等回収損失引当金繰入額 92 37

その他 30 43

営業外費用合計 303 232

経常利益 719 47

特別利益   

固定資産売却益 － 4,305

事業譲渡益 － 161

新株予約権戻入益 56 －

その他 29 －

特別利益合計 85 4,467

特別損失   

固定資産除却損 98 60

投資有価証券評価損 109 124

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 314

再就職支援制度関連損失 － 310

その他 10 170

特別損失合計 217 981

税金等調整前四半期純利益 587 3,533

法人税、住民税及び事業税 104 87

法人税等調整額 △38 △26

法人税等合計 65 61

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,472

少数株主損失（△） △3 △86

四半期純利益 525 3,558
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23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利益 587 3,533

減価償却費 768 688

賞与引当金の増減額（△は減少） 174 △24

店舗縮小関連損失引当金の増減額（△は減少） △492 －

受取利息及び受取配当金 △90 △82

支払利息 180 151

固定資産売却損益（△は益） － △4,305

固定資産除却損 98 60

投資有価証券評価損益（△は益） 109 124

新株予約権戻入益 △56 －

事業譲渡損益（△は益） － △161

再就職支援制度関連損失 － 310

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） 639 846

たな卸資産の増減額（△は増加） 284 112

仕入債務の増減額（△は減少） △481 △140

その他 △138 △649

小計 1,583 778

利息及び配当金の受取額 92 85

利息の支払額 △186 △149

再就職支援制度に伴う支払額 △2,893 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △32 △119

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,436 595

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 △291 △495

有形固定資産の売却による収入 － 6,001

無形固定資産の取得による支出 △78 △9

投資有価証券の取得による支出 △73 △13

投資有価証券の売却による収入 － 27

事業譲渡による収入 － 138

受入保証金の返還による支出 － △300

その他 1 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △442 5,383

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） 1,401 △6,256

長期借入れによる収入 2,500 1,500

長期借入金の返済による支出 △2,181 △1,181

その他 △9 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,710 △5,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167 18

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 2,387 2,529
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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２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22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 

32,230 3,729 1,421 872 193 38,448 ― 38,448

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

32 105 1,678 36 546 2,400 (2,400) ―

計 32,263 3,835 3,099 909 740 40,848 (2,400) 38,448

営業利益 559 8 73 35 36 713 8 721

(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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22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】 

    前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22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。 

 
【セグメント情報】 

(追加情報) 
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。 
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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２四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年８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 27,584 3,053 1,219 1,193 33,051 175 33,227 ― 33,227

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
18 54 1,597 29 1,699 453 2,153 △2,153 ―

計 27,603 3,107 2,816 1,222 34,750 629 35,380 △2,153 33,227

セグメント利益又は損失(△) △89 △130 △0 195 △25 34 9 13 23

(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13百万円は、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利益と調整を行っております。 

 
 

 
 

（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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