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平成 29 年 3月 24 日

各   位

会 社 名 株式会社ながの東急百貨店

代表者名 取締役社長 楠野 創

(コード：9829 東証 JASDAQ)

問合せ先 業務本部長   根岸 健一

(TEL 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 29 年 1 月期決算（平成 28 年 2 月 1日～平成 29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  1 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 29年 1月 31日現在）

   ② 人 的 関 係  当社の取締役 2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29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（平成 29年 1 月 31 日現在）

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 今 村 俊 夫 昭和26年４月14日

昭和49年４月

平成19年６月

平成20年６月

平成23年４月

平成25年４月

平成26年４月

平成26年４月

平成27年６月

平成28年４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

同社専務取締役

株式会社東急百貨店取締役

東京急行電鉄株式会社代表取締役現在に至る

同社取締役副社長

同社副社長執行役員現在に至る

株式会社東急百貨店取締役会長現在に至る

※2 －

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18年６月

平成20年６月

平成22年１月

株式会社伊勢丹入社

同社執行役員

同社取締役専務執行役員

同社代表取締役専務執行役員

株式会社東急百貨店代表取締役社長執行役員

現在に至る

※2 －

取 締 役
副 社 長
執 行 役 員
代 表 取 締 役

業務統括、
総務人事統
括室長

丹 野 謙 次 昭和27年10月16日

昭和55年９月

平成17年４月

平成24年４月

平成25年２月

平成25年４月

平成26年２月

平成27年４月

株式会社東急百貨店入社

同社取締役

同社常務執行役員

同社総務人事統括室長現在に至る

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

同社代表取締役副社長執行役員現在に至る

※2 －

取 締 役 野 本 弘 文 昭和22年９月27日

昭和46年４月

平成19年６月

平成20年１月

平成20年６月

平成22年６月

平成23年４月

平成23年４月

平成27年６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

同社専務取締役

同社代表取締役現在に至る

同社取締役社長現在に至る

株式会社東急百貨店取締役現在に至る

東京急行電鉄株式会社社長執行役員現在に至

る

※2 －

昭和59年４月 東京急行電鉄株式会社入社

平成27年５月 東京急行電鉄株式会社執行役員生活創造本部

ﾘﾃｰﾙ事業部長現在に至る

平成28年４月 株式会社東急百貨店取締役現在に至る

取 締 役 堀 江 正 博 昭和36年12月31日

平成28年６月 東京急行電鉄株式会社取締役現在に至る

※2 －

常 勤 監 査 役 楠 森 信 俊 昭和29年１月23日

昭和52年４月

平成12年11月

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

株式会社東急百貨店入社

同社経理部長

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

※3 －

監 査 役 秋 元 直 久 昭和32年６月20日

昭和56年４月

平成24年４月

平成26年６月

平成28年６月

平成28年６月

東京急行電鉄株式会社入社

東京急行電鉄株式会社執行役員生活ｻｰﾋﾞｽ事

業本部長 兼 同事業本部事業推進部統括部長

株式会社東急ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ常務取締役執行役員

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

※3 －

(注) ※1．平成 27 年４月開催の平成 27 年１月期に係る定時株主総会の決議により、当該会社発行株式の譲渡制限を設け、監査役会を廃止

しております。

※2. 取締役の任期は、平成 28 年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成 29 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。  

※3. 監査役の任期は、平成 32 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．代表取締役副社長執行役員丹野謙次及び常勤監査役楠森信俊の両氏は、平成 29 年１月 31 日をもって退任いたしました。
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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。

(注) ※ 職名は当該会社の平成 29 年１月 31 日現在におけるものであります。

役名 職名 氏名

専務執行役員 経営統括室長 雨 宮   主

常務執行役員 営業本部長 上 根 弘 之

常務執行役員 東横店長 神 谷   潔

執 行 役 員 ＭＤ統括室長 石 原 一 也

執 行 役 員 婦人・紳士統括部長 里 吉 敏 彦

執 行 役 員 札幌店長 萩 原 正 統

執 行 役 員
経営統括室 事業推進担当部長 兼

同室 経理部長 兼 同室 情報システム部長
土 田 視 朗

執 行 役 員 本店長 高 橋   功

執 行 役 員 ＳＣ運営部長 小 笠 原  弘
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３.個別財務諸表

(１) 経営成績

① 当期の経営成績

当期のわが国経済は、雇用・所得環境の改善が進むなか、企業収益も総じて底堅く推移いたしましたが、

期前半の円高の進行や株式相場の低迷に加え、アジア・新興国を始めとする海外経済の不安定な動向の影

響もあり、景気は先行き不透明な状況が続きました。

百貨店業界におきましては、消費者の選別・節約志向の高まりを背景に、期を通して主力の衣料品が振

るわなかったほか、好調を続けていた訪日外国人の売上も、購買単価の下落により前年実績を下回るなど、

厳しい商況のうちに終始いたしました。

このような環境におきまして当社「中期経営計画（２０１５～２０１７年度）」に基づく諸施策の実行

に全力を傾注してまいりました。

当期は、顧客満足のさらなる向上を目指し、当社の持つ「食」の強みを強化すべく、３月の吉祥寺店を

皮切りに、東横店、ＳｈｉｎＱｓ、札幌店及び町田東急ツインズの各店舗の食料品売場の改装を順次実施

いたしました。吉祥寺店及び札幌店のグロッサリーコーナーと町田東急ツインズの菓子等のコーナーでは、

自主運営売場の委託化やテナントの導入などにより、顧客ニーズの変化への対応と効率性の改善をはかっ

てまいりました。また、東横店の「東急フードショー」及びＳｈｉｎＱｓ地下２、３階のフードフロアで

は、それぞれの顧客の特性をふまえ、旬で話題性のある新ショップを導入いたしました。改装後は各店舗

とも、ご来店のお客さまからご好評をいただいております。

また新規事業の強化の一環として、３月に銀座の新しいランドマークとして開業いたしました「東急プ

ラザ銀座」に、新業態となるファッションセレクトストア「ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ」をオープンさせる

など、従来の発想にとらわれない売場づくりにも取り組んでまいりました。

このほか、東急グループがウォルト・ディズニー・ジャパンの協力のもと実施したクリスマスプロモー

ションでは、１１月から１２月の約２カ月間、当社主要８店舗とながの東急百貨店を加えた９店舗におき

まして、ディズニーグッズの限定販売を実施するとともに、同キャラクターをモチーフにした店頭装飾を

展開し、集客力の一段の向上に結び付けてまいりました。

このような営業活動に取り組んでまいりましたが、厳しい商況を反映し、当期の売上高は、1,860 億 2

千 7百万円（前年比 1.8％減）にとどまりました。

一方、収支面におきましては、店舗運営の効率化に向け、前期の吉祥寺店に続き、たまプラーザ店及び

札幌店の組織・人員体制を見直すとともに、契約電気料金の改定などによる諸経費の削減に鋭意努力し、

営業利益につきましては、計画を上回る 8億 6千 7百万円（前年比 22.8％減）を確保いたしましたが、減

損損失などの特別損失により、当期純損失 6億 1百万円を計上する結果となりました。
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② 店別売上高

（単位 百万円）

○「本店」には東横店、二子玉川フードショー、ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ、本店、ＳｈｉｎＱｓ、       
法人外商事業部等を含みます。

○「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、日吉店、武蔵小杉フードショースライス等を含みます。

(２) 【損益計算書】

（単位 百万円）                           

売上高 前年増減 対前年比（％）

本 店 91,807 △85 99.9

吉 祥 寺 店 27,377 △1,101 96.1

た ま プ ラ ー ザ 店 32,058 △1,111 96.6

札 幌 店 23,446 △854 96.5

そ の 他 11,337 △196 98.3

全 社 計 186,027 △3,349 98.2

           期別
科目

当事業年度
(平成28年2月1日
～29年1月31日)

前事業年度
(平成27年2月1日
～28年1月31日)

比較増減率 比較増減

売上高 186,027 189,377 98.2 △3,349

売上原価 144,519 146,753 98.5 △2,233

売上総利益 41,507 42,624 97.4 △1,116

その他の営業収入 10,265 10,093 101.7 172

営業総利益 51,773 52,717 98.2 △944

販売費及び一般管理費 50,905 51,594 98.7 △688

人件費 19,766 20,265 97.5 △499

総係費 16,554 16,765 98.7 △211

販売費 10,715 10,951 97.8 △235

減価償却費 3,869 3,611 107.2 258

営業利益 867 1,123 77.2 △255

営業外収益

受取利息及び配当金 29 48 61.0 △18

その他 978 710 137.7 268

営業外収益合計 1,008 758 132.8 249

営業外費用

支払利息 101 138 73.1 △37

その他 837 1,169 71.6 △331

営業外費用合計 938 1,307 71.8 △369

経常利益 937 574 163.1 362

特別利益 ― 30 ― △30

特別損失 1,515 143 1,056.4 1,372

税引前当期純利益（又は損失） △578 461 ― △1,040
法人税、住民税及び事業税 23 22 101.5 0

法人税等調整額 △0 △8 ― 7

当期純利益（又は損失） △601 447 ― △1,048
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 (３) 【貸借対照表】

（単位 百万円）

    期別

科目

  当事業年度  

（平成29年1月31日）

前事業年度

（平成28年1月31日）
比較増減

    期別

科目

  当事業年度  

（平成29年1月31日）

前事業年度

（平成28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 1,237 2,127 △889 買掛金 18,409 20,231 △1,821

受取手形 55 104 △49 短期借入金 12,285 10,000 2,285

売掛金 11,622 12,143 △520 リース債務 545 219 326

商品 7,011 7,139 △128 未払金 585 824 △239

前払費用 1,158 1,154 3 未払費用 3,045 4,201 △1,155

未収収益 78 217 △139 未払法人税等 23 22 0

未収入金 3,851 3,732 119 未払消費税等 238 557 △318

短期貸付金 1,100 1,410 △310 前受金 4,265 4,310 △44

その他 595 737 △141 預り金 8,679 9,954 △1,275

貸倒引当金 △11 △12 1 商品券等回収損引当金 1,727 1,601 125

流動資産合計 26,700 28,754 △2,054 その他 360 400 △39

固定資産

有形固定資産

建物設備 22,597 24,456 △1,859 流動負債合計 50,166 52,323 △2,157

車輌及び運搬具 6 12 △6 固定負債

器具及び備品 1,865 1,482 383 長期借入金 21,000 23,000 △2,000

土地 43,415 43,436 △21 リース債務 706 405 300

建設仮勘定 2 155 △153 預り敷金及び保証金 5,211 5,101 109

有形固定資産合計 67,886 69,543 △1,657 長期繰延税金負債 171 161 9

無形固定資産 退職給付引当金 8,749 9,058 △309

商標権 9 5 3 長期資産除去債務 1,127 1,095 32

ソフトウェア 1,720 1,623 97 その他 0 6 △6

ソフトウェア仮勘定 32 287 △255

その他 45 45 ― 固定負債合計 36,966 38,829 △1,863

無形固定資産合計 1,808 1,962 △154 負債合計 87,132 91,153 △4,020

投資その他の資産 純資産の部

投資有価証券 1,103 1,068 34 株主資本

関係会社株式 1,758 2,655 △897 資本金 100 100 ―

長期貸付金 0 0 △0 資本剰余金 18,751 18,751 ―

敷金及び保証金 9,559 9,580 △20 利益剰余金 3,178 3,779 △601

その他 622 482 140 株主資本合計 22,030 22,631 △601

貸倒引当金 △95 △107 12 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 181 156 25

投資その他の資産合計 12,949 13,680 △731 評価・換算差額等合計 181 156 25

固定資産合計 82,643 85,186 △2,542 純資産合計 22,211 22,787 △575

資産合計 109,344 113,941 △4,596 負債純資産合計 109,344 113,941 △4,596



7

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28年2月1日

～29年1月31日)

前連結会計年度

(平成27年2月1日

～28年1月31日)

比較増減率 比較増減

売上高 223,399 228,353 97.8 △4,954

売上原価 173,852 177,127 98.2 △3,275

売上総利益 49,547 51,226 96.7 △1,679

その他の営業収入 11,710 12,021 97.4 △311

営業総利益 61,258 63,248 96.9 △1,990

販売費及び一般管理費 60,269 61,679 97.7 △1,410

人件費 24,173 24,954 96.9 △780

総係費 19,018 19,618 96.9 △600

販売費 12,403 12,719 97.5 △315

減価償却費 4,673 4,387 106.5 286

営業利益 988 1,569 63.0 △580

営業外収益

受取利息及び配当金 33 42 78.3 △9

その他 1,128 865 130.5 263

営業外収益合計 1,162 907 128.1 254

営業外費用

支払利息 128 170 75.2 △42

その他 1,110 1,498 74.1 △387

営業外費用合計 1,238 1,669 74.2 △430

経常利益 912 807 113.0 104

特別利益 ― 30 ― △30

特別損失 2,386 3,988 59.8 △1,601

税金等調整前当期純損失 △1,474 △3,150 ― 1,675

法人税、住民税及び事業税 199 214 93.0 △14

法人税等調整額 28 451 6.2 △423

当期純損失 △1,701 △3,815 ― 2,114

非支配株主に帰属する
当期純損失

△332 △1,932 ― 1,600

親会社株主に帰属する
当期純損失 △1,369 △1,883 ― 513
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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29年1月31日）

   前連結会計年度

（平成28年1月31日）
比較増減

    期別

科目

   当連結会計年度

  （平成29年1月31日）

    前連結会計年度

（平成28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 2,618 3,703 △1,084 支払手形及び買掛金 20,931 23,712 △2,780

受取手形及び売掛金 13,662 14,746 △1,084 短期借入金 17,126 14,459 2,666

商品及び製品 9,993 10,210 △217 未払金 942 1,136 △193

仕掛品 44 46 △2 未払法人税等 113 126 △12

原材料及び貯蔵品 229 197 31 預り金 8,092 9,052 △960

繰延税金資産 50 85 △34 事業損失引当金 ― 0 △0

その他 5,415 6,326 △911 商品券等回収損引当金 2,062 1,928 133

貸倒引当金 △20 △19 △0 短期資産除去債務 ― 3 △3

その他 10,236 11,654 △1,418

流動資産合計 31,993 35,297 △3,303 流動負債合計 59,504 62,074 △2,569

固定資産 固定負債

有形固定資産 長期借入金 21,634 23,834 △2,199

建物及び構築物 27,983 30,602 △2,619 再評価に係る繰延税金負債 342 360 △17

機械装置及び運搬具 435 436 △1 退職給付に係る負債 10,781 11,321 △539

器具及び備品 2,600 2,225 374 預り敷金及び保証金 5,366 5,894 △528

土地 49,880 49,901 △21 長期繰延税金負債 189 195 △6

建設仮勘定 31 155 △124 長期資産除去債務 1,240 1,262 △21

その他 995 732 262

有形固定資産合計 80,930 83,322 △2,391

無形固定資産 固定負債合計 40,550 43,600 △3,050

商標権 9 5 3 負債合計 100,055 105,675 △5,620

ソフトウェア 1,828 1,805 22 純資産の部

ソフトウェア仮勘定 391 287 103 株主資本

その他 70 72 △1 資本金 100 100 ―

無形固定資産合計 2,299 2,171 128 資本剰余金 18,751 18,751 0

投資その他の投資 利益剰余金 6,937 8,306 △1,369

投資有価証券 1,759 1,872 △113 株主資本合計 25,788 27,158 △1,369

敷金及び保証金 9,981 11,583 △1,602 その他の包括利益累計額

繰延税金資産 91 99 △8 その他有価証券評価差額金 184 155 28

その他 739 655 84 土地再評価差額金 426 415 10

貸倒引当金 △107 △120 12 為替換算調整勘定 76 115 △39

退職給付に係る調整累計額 △679 △821 142

その他の包括利益累計額合計 7 △134 141

投資その他の資産合計 12,465 14,091 △1,626 非支配株主持分 1,837 2,183 △346

固定資産合計 95,694 99,585 △3,890 純資産合計 27,633 29,207 △1,574

資産合計 127,688 134,882 △7,194 負債純資産合計 127,688 134,882 △7,194


