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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8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2四半期 34,476 3.8 412 ― 465 882.4 119 △96.6

24年2月期第2四半期 33,227 △13.6 23 △96.8 47 △93.4 3,558 577.7

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 144百万円 （△95.0％） 24年2月期第2四半期 2,889百万円 （―％）

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2四半期 2.25 ―

24年2月期第2四半期 67.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第2四半期 41,939 12,852 30.2
24年2月期 43,220 12,778 29.2

（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  12,666百万円 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 ― 0.00

25年2月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 72,000 0.9 1,100 54.3 1,100 62.1 700 △83.0 13.21



(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2Q 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2Q 311,517 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2Q 52,981,447 株 24年2月期2Q 52,998,596 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２四半期(平成 24年３月１日～平成24年８月 31日)におけるわが国経済は、東日本大震災

からの復興需要等を背景に緩やかな回復を見せましたが、一方で欧州政府債務危機をめぐる不確

実性は依然として高く、世界景気のさらなる下振れ懸念やデフレ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、今後も予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 百貨店業界におきましても、昨年の東日本大震災の影響による反動から、東京地区百貨店の売

上高は、第１四半期(３月～５月)こそ前年実績を大きく上回ったものの、６月、７月には前年割

れとなるなど、依然として厳しい状況が続きました。 

 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２四半期連結累計期間の売上高は34,476百万円と前年同四半期に比べ1,249

百万円(＋3.8％)の増収となり、営業利益は412百万円と前年同四半期に比べ389百万円の増益、

経常利益は 465 百万円と前年同四半期に比べ 418 百万円(＋882.4％)の増益となりました。しか

しながら、前年同四半期に固定資産売却益 4,305 百万円等があったことから四半期純利益は 119

百万円と前年同四半期に比べ 3,439 百万円(△96.6％)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 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、婦人部門において 3階のキ

ャリアゾーンの強化のため、銀座店の強みでもあるワンピースに特化した編集売場「ドレス ト

ゥ スタイル」を新設いたしました。また、７階では、昨年秋の「デザインコレクション」の全

面改装に引き続き、この秋も「マーガレット ハウエル」のホームファニシング業態の日本１号

店となるショップのオープンや当社連結子会社である㈱スキャンデックスが取り扱う「イッタ

ラ」ショップの拡大リニューアルを行うなど、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り、競争力の向上に努めてまいりました。 

さらに、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 29,284 百万円と前年同四半期に比べ 1,681 百万円(＋

6.1％)の増収となり、営業利益は 247 百万円と前年同四半期に比べ 336 百万円の改善とな

りました。 

＜飲食業＞ 

 飲食業におきましては、婚礼宴会部門で主力施設の婚礼組数の確保に取り組んだこと等により、

売上高は前年実績を上回りました。一方で、販売管理費の削減等の構造改革を推し進めた結果、
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営業利益は大幅に改善いたしました。 

以上の結果、飲食業の売上高は 3,136 百万円と前年同四半期に比べ 28 百万円(＋0.9％)の増収

となり、営業利益は 54 百万円と前年同四半期に比べ 184 百万円の改善となりました。 

＜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、前年に大型工事物件があったこと等により、売

上高は前年実績を下回りましたが、原価率の低減等に取り組み、営業利益は大幅に改善いたしま

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 2,594 百万円と前年同四半期に比べ 222

百万円(△7.9％)の減収となり、営業利益は 33 百万円と前年同四半期に比べ 34 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、新規ブランドの導入等を行い、主力商

品である北欧のリビング用品および雑貨の営業を強化しました。また、積極的な店舗展開にも取

り組み、直営店を中心に実績を大きく伸ばした結果、売上高は前年同四半期に比べ増収となりま

した。また、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、為替要因等による収益率

の改善もあり、営業利益は前年同四半期に比べ増益となりました。 

なお、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 669 百万円と前年同四半期に比べ 552 百万円(△

45.2％)の減収となり、営業利益は 45 百万円と前年同四半期に比べ 149 百万円(△76.6％)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、1,281 百万円減少し

41,939 百万円となりました。これは主に現金及び預金 481 百万円の減少、受取手形及び売掛金

514 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、1,355 百万円

減少し 29,086 百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金 470 百万円の減少、借入金

949 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 119 百万円の増加等により

74 百万円増加し 12,852 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月期通期の業績予想につきましては、平成 24 年９月 24 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.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 

 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２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,771 2,289

受取手形及び売掛金 4,394 3,880

たな卸資産 2,403 2,449

その他 1,029 1,031

貸倒引当金 △21 △20

流動資産合計 10,577 9,630

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,649 10,586

土地 14,093 14,093

その他（純額） 443 391

有形固定資産合計 25,186 25,071

無形固定資産 586 536

投資その他の資産   

投資有価証券 4,657 4,553

その他 2,280 2,210

貸倒引当金 △68 △64

投資その他の資産合計 6,870 6,700

固定資産合計 32,643 32,308

資産合計 43,220 41,939

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,056 5,586

短期借入金 11,074 9,866

未払法人税等 181 59

賞与引当金 121 123

商品券等回収損失引当金 386 390

ポイント引当金 47 58

店舗縮小関連損失引当金 38 33

その他 4,546 4,807

流動負債合計 22,453 20,924

固定負債   

長期借入金 5,300 5,558

退職給付引当金 222 267

環境対策引当金 29 29

その他 2,437 2,307

固定負債合計 7,988 8,161

負債合計 30,442 29,086

㈱松屋（8237）　平成25年２月期 第2四半期決算短信

－4－



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８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 245 364

自己株式 △417 △427

株主資本合計 12,599 12,709

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 81 14

繰延ヘッジ損益 △66 △57

その他の包括利益累計額合計 14 △43

少数株主持分 164 186

純資産合計 12,778 12,852

負債純資産合計 43,220 41,939

㈱松屋（8237）　平成25年２月期 第2四半期決算短信

－5－



（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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 33,227 34,476

売上原価 24,287 25,349

売上総利益 8,939 9,127

販売費及び一般管理費 8,916 8,715

営業利益 23 412

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 79 76

債務勘定整理益 115 111

受取協賛金 14 32

その他 43 55

営業外収益合計 256 278

営業外費用   

支払利息 151 122

商品券等回収損失引当金繰入額 37 77

その他 43 24

営業外費用合計 232 224

経常利益 47 465

特別利益   

固定資産売却益 4,305 －

事業譲渡益 161 －

特別利益合計 4,467 －

特別損失   

固定資産除却損 60 199

投資有価証券評価損 124 6

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 170 －

特別損失合計 981 205

税金等調整前四半期純利益 3,533 259

法人税、住民税及び事業税 87 38

法人税等調整額 △26 19

法人税等合計 61 57

少数株主損益調整前四半期純利益 3,472 202

少数株主利益又は少数株主損失（△） △86 82

四半期純利益 3,558 119
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,472 202

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △643 △72

繰延ヘッジ損益 65 9

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 5

その他の包括利益合計 △582 △57

四半期包括利益 2,889 144

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,972 61

少数株主に係る四半期包括利益 △83 83
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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23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24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 3,533 259

減価償却費 688 638

賞与引当金の増減額（△は減少） △24 2

受取利息及び受取配当金 △82 △78

支払利息 151 122

固定資産売却損益（△は益） △4,305 －

固定資産除却損 60 199

投資有価証券評価損益（△は益） 124 6

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） 846 514

たな卸資産の増減額（△は増加） 112 △45

仕入債務の増減額（△は減少） △140 △470

その他 △649 △130

小計 778 1,018

利息及び配当金の受取額 85 80

利息の支払額 △149 △119

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △119 △146

営業活動によるキャッシュ・フロー 595 833

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 △495 △252

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 △9 △11

投資有価証券の取得による支出 △13 △4

投資有価証券の売却による収入 27 9

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 34 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,383 △291

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） △6,256 △1,143

長期借入れによる収入 1,500 800

長期借入金の返済による支出 △1,181 △606

少数株主への清算配当の支払額 － △60

その他 △16 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,954 △1,023

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18 △481

現金及び現金同等物の期首残高 2,510 2,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,529 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）セグメント情報等 

Ⅰ 前第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)   

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 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。 

 
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日)   

報告セグメントごとの売上高及び利益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 29,264 3,077 1,314 646 34,302 174 34,476 ― 34,476

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
20 58 1,280 23 1,383 451 1,834 △1,834 ―

計 29,284 3,136 2,594 669 35,685 626 36,311 △1,834 34,476

セグメント利益 247 54 33 45 380 27 408 3 412

(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 セグメント利益の調整額3百万円は、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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