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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24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 ％

25年2月期第1四半期 17,299 9.3 81 ― 109 ― 58 ―

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

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 △150百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 △1,282百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 1.10 ―

24年2月期第1四半期 △14.01 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 42,351 12,557 29.3
24年2月期 43,220 12,778 29.2

（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  12,419百万円 24年2月期  12,613百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年2月期 ―

25年2月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 36,500 9.9 600 ― 500 954.9 100 △97.2 1.88
通期 75,000 5.1 1,300 82.3 1,200 76.9 800 △80.6 15.09



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 53,289,640 株 24年2月期 53,289,640 株

② 期末自己株式数 25年2月期1Q 311,492 株 24年2月期 291,175 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 52,984,762 株 24年2月期1Q 52,998,619 株
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１． 当四半期決算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 24 年３月１日～平成 24 年５月 31 日)におけるわが国経済は、依然として

厳しい状況にあるものの、東日本大震災の復興需要等を背景として、企業収益にも一部で回復の

兆しが見られました。一方で、欧州政府債務危機をめぐる問題の再燃や、国内における電力供給

の制約、デフレの影響による景気の下押しリスクなどもあり、先行きはいまだ不透明であり、予

断を許さない状況が続くものと思われます。 

 当第 1四半期における東京地区百貨店売上高は、前年の東日本大震災の影響を色濃く受けた反

動等もあり、前年実績を大きく上回りました。 

 こうした状況の中、当社グループでは「中期経営計画(2010～2012 年度)」の基本方針に沿った

諸施策を着実に実施し、業績の向上に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は17,299百万円と前年同四半期に比べ1,473

百万円（＋9.3％)の増収となり、営業利益は 81 百万円と前年同四半期に比べ 375 百万円の改善、

経常利益は 109 百万円と前年同四半期に比べ 386 百万円の改善、四半期純利益は 58 百万円と前

年同四半期に比べ 801 百万円の改善となりました。 

＜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 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。商品政策といたしましては、継続して「ファッション

性」と「デザイン性」の観点から品揃えの強化を図る一方、食品、子供ゾーンの一部を再編するな

ど、競争力の向上に努めてまいりました。また、昨年の秋に引き続き、春に銀座三越との共同催事

「GINZA FASHION WEEK」を開催し、その会期中には関係省庁、行政とも連携を図り、銀座中央通

りでの屋外ファッションショー「GINZA RUNWAY」を開催したほか、ゴールデンウィークには「生

誕 110 周年記念 ウォルト・ディズニー展」を開催するなど、独自性と話題性のある企画によっ

て銀座の街と店舗への集客を高め、売上の向上に努めてまいりました。 

浅草店におきましては、店舗近隣のお客様に加えて、品揃え・サービス両面において東京スカイ

ツリーの開業によって増加する観光客への対応を強化することで、業績の向上に尽力してまいり

ました。 

以上の結果、百貨店業の売上高は14,878百万円と前年同四半期に比べ1,781百万円(＋13.6％)

の増収となり、営業利益は 111 百万円と前年同四半期に比べ 326 百万円の改善となりました。 

＜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確保に取り組んでまいりましたが、

震災前までの回復には至らず、また、その他の部門におきましても、不採算営業所の閉鎖等もあり、

売上高は前年実績を下回りました。一方で、構造改革を推し進め、販売管理費等の削減に尽力い

たしました。 

以上の結果、飲食業の売上高は 1,453 百万円と前年同四半期に比べ 3百万円(△0.3％)の減収

となり、営業損失は 89 百万円と前年同四半期に比べ 91 百万円の改善となりました。 
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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、震災による企業の投資縮小や延期などの影響が

大きかった昨年と比較し、一部で回復の兆しが見られるものの、売上高は前年実績を下回りました。

一方で、原価及び販売管理費の削減等の構造改革に取り組み、営業利益は大幅に改善し、黒字と

なりました。 

 以上の結果、ビル総合サービス及び広告業の売上高は 1,241 百万円と前年同四半期に比べ 23

百万円(△1.9％)の減収となり、営業利益は 18 百万円と前年同四半期に比べ 36 百万円の改善と

なりました。 

＜輸入商品卸売業＞ 

 輸入商品卸売業の㈱スキャンデックスにおきましては、主力商品である北欧のリビング用品 

および雑貨の営業強化、積極的な店舗展開等に取り組み、直営店を中心に実績を大きく伸ばしま

した。また、営業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があった一方で、

為替要因による収益率の改善もあり、大幅な増益となりました。ただし、輸入商品卸売業全体で

は、㈱ストッケジャパンが昨年 8 月末に事業の全部を㈱ストッケに譲渡したことにより、売上

高・営業利益ともに前年実績を下回りました。 

 以上の結果、輸入商品卸売業の売上高は 332 百万円と前年同四半期に比べ 240 百万円(△

42.0％)の減収となり、営業利益は 28 百万円と前年同四半期に比べ 56 百万円(△66.7％)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、869 百万円減少し 42,351

百万円となりました。これは主に現金及び預金 521 百万円の減少、投資有価証券 347 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、647 百万円減少し 29,794 百

万円となりました。これは主に借入金 920 百万円の減少等によるものであります。純資産合計は

その他有価証券評価差額金 271 百万円の減少等により 221 百万円減少し 12,557 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 25 年２月期の業績予想につきましては、平成 24 年４月 12 日付の「平成 24 年２月期 決

算短信〔日本基準〕(連結)」の業績予想から修正は行っておりません。 

 

２.サマリー情報(注記事項)に関する事項 

 

（追加情報） 

 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24

号 平成 21 年 12 月４日)を適用しております。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,771 2,250

受取手形及び売掛金 4,394 4,544

たな卸資産 2,403 2,373

その他 1,029 1,182

貸倒引当金 △21 △21

流動資産合計 10,577 10,329

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,649 10,458

土地 14,093 14,093

その他（純額） 443 402

有形固定資産合計 25,186 24,955

無形固定資産 586 563

投資その他の資産   

投資有価証券 4,657 4,310

その他 2,280 2,258

貸倒引当金 △68 △64

投資その他の資産合計 6,870 6,503

固定資産合計 32,643 32,022

資産合計 43,220 42,351

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,056 6,324

短期借入金 11,074 9,623

未払法人税等 181 30

賞与引当金 121 269

商品券等回収損失引当金 386 369

ポイント引当金 47 52

店舗縮小関連損失引当金 38 35

その他 4,546 4,672

流動負債合計 22,453 21,377

固定負債   

長期借入金 5,300 5,830

退職給付引当金 222 251

環境対策引当金 29 29

その他 2,437 2,305

固定負債合計 7,988 8,416

負債合計 30,442 29,794
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31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 245 303

自己株式 △417 △427

株主資本合計 12,599 12,648

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 81 △190

繰延ヘッジ損益 △66 △38

その他の包括利益累計額合計 14 △228

少数株主持分 164 137

純資産合計 12,778 12,557

負債純資産合計 43,220 42,351
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 15,826 17,299

売上原価 11,663 12,787

売上総利益 4,163 4,512

販売費及び一般管理費 4,456 4,430

営業利益又は営業損失（△） △293 81

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 25 20

債務勘定整理益 50 52

受取協賛金 1 18

その他 30 30

営業外収益合計 108 122

営業外費用   

支払利息 73 61

商品券等回収損失引当金繰入額 4 19

その他 13 13

営業外費用合計 91 94

経常利益又は経常損失（△） △276 109

特別損失   

固定資産除却損 － 13

投資有価証券評価損 121 6

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 509 20

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（△）

△785 89

法人税等 △2 △2

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△783 91

少数株主利益又は少数株主損失（△） △40 32

四半期純利益又は四半期純損失（△） △742 58
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△783 91

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △553 △277

繰延ヘッジ損益 57 29

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 5

その他の包括利益合計 △499 △242

四半期包括利益 △1,282 △150

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,244 △184

少数株主に係る四半期包括利益 △37 33
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（3）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報等 

Ⅰ 前第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)   

１．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 

（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。 

 
２．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。 
 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年５月31日)   

１．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 

（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 14,868 1,421 599 320 17,210 89 17,299 ― 17,299

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
9 31 641 12 695 235 931 △931 ―

計 14,878 1,453 1,241 332 17,906 325 18,231 △931 17,299

セグメント利益又は損失(△) 111 △89 18 28 68 18 87 △5 81

(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△5百万円は、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。 

 
２．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。 
 

（5）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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