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平成 24 年 3 月 29 日 

各     位 

会  社  名 株式会社ながの東急百貨店 

代表者の役職名 取締役社長 中島 雅之 

(ＪＡＳＤＡＱ  コード番号９８２９) 

問い合わせ先 経営統括部担当部長 島田芳雄 

Ｔ Ｅ Ｌ 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 24年 1 月期決算（平成 23 年 2月 1日～平成 24 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  100 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 24 年 1 月 31 日現在） 

   ② 人 的 関 係  当社の取締役 1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24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

  

 

 

 

 

 

主計M
スタンプ
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２【役員の状況】 

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 
執 行 役 員 
代 表 取 締 役 

 鈴 木 克 久 昭和19年１月24日 

昭和41年４月

平成11年６月

平成13年６月

平成16年４月

平成17年６月

平成18年６月

平成21年４月

平成22年１月

平成23年４月

 

平成24年１月

 

平成24年２月

平成24年３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 

株式会社東急百貨店監査役 

東京急行電鉄株式会社専務取締役 

同社取締役副社長 

株式会社東急百貨店取締役 

同社取締役会長 

東京急行電鉄株式会社取締役調査役現在に至

る 

株式会社東急百貨店取締役会長執行役員現在

に至る 

株式会社東急ストア代表取締役会長 

株式会社東急ストア代表取締役会長兼取締役

社長 社長執行役員現在に至る 

※3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  －

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16年６月

平成18年２月

平成18年６月

平成20年４月

平成22年１月

平成22年１月

 

平成23年４月

株式会社伊勢丹入社 

同社執行役員 

同社常務執行役員 

同社専務執行役員 

同社取締役専務執行役員 

株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役

株式会社伊勢丹専務執行役員 

株式会社東急百貨店取締役社長執行役員現在

に至る 

株式会社三越伊勢丹ホールディングス専務執

行役員現在に至る 

※3  －

取 締 役 
常務執行役員 

総務部長、
法人外商事
業部所管 

中 村 博 之 昭和26年10月13日 

昭和49年４月

平成12年４月

平成16年４月

平成20年４月

平成23年１月

株式会社東急百貨店入社 

同社人事部長 
同社取締役人事部長 
同社常務執行役員 
同社取締役常務執行役員現在に至る 

 
※3 

 
 － 

昭和39年４月 東京急行電鉄株式会社入社 

平成７年６月 同社取締役 

平成11年６月 同社常務取締役 

平成13年６月 同社専務取締役 

平成17年６月 同社取締役社長 

取 締 役  越 村 敏 昭 昭和15年９月20日 

平成18年４月

平成23年４月

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取締役会長現在に至る

※3  －

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23年４月

平成23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 

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 

※3  －

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 

※4  － 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

監 査 役  岩 田 哲 夫 昭和23年４月30日 

昭和47年４月

 

平成11年６月

平成15年６月

平成17年５月

平成19年６月

平成19年７月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行)入社 

同社取締役 

同社常務取締役 

同社常務執行役員 

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 

※4  －

監 査 役  小 林 昭 人 昭和31年１月５日 

昭和55年４月

平成20年４月

平成20年11月

平成21年４月

平成23年４月

東京急行電鉄株式会社入社 

同社執行役員リゾート事業部長 

同社執行役員リテール事業本部副事業本部長

株式会社東急百貨店監査役現在に至る 

東京急行電鉄株式会社執行役員リテール事業

部長現在に至る 

※4  －

 計   －

(注)※1．取締役越村敏昭氏及び取締役野本弘文氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役であります。 

※2．監査役岩田哲夫氏及び監査役小林昭人氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

※3．取締役の任期は、平成 23 年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成 24 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．監査役の岩田哲夫氏の任期は、平成 20 年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成 24 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。また、平成 21 年４月 21 日付で監査役に選任された小林昭人氏及び平成 22 年１月 29 日付で監査役に選任された

楠森信俊氏は、それぞれ退任した監査役の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、平成 24 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。 

※5．取締役木下雄治氏は、平成 24 年３月 17 日に死亡退任いたしました。 

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。 
  

役名 職名 氏名 

専務執行役員 営業本部長 小 俣 裕 史 

常務執行役員 経営統括室長 雨 宮   主 

執 行 役 員 ＭＤ統括本部長 丹 野 謙 次 

執 行 役 員 札幌店長 楠 野   創 

執 行 役 員 食品統括部長 村 松 弘 章 

執 行 役 員 東横店長 松 田 啓 二 

執 行 役 員 経営統括室 事業推進担当部長 美 山 治 雄 

執 行 役 員 営業政策室長 上 根 弘 之 

執 行 役 員 経営統括室 企画調整担当部長 高 井   寿 

執 行 役 員 吉祥寺店長 村 上 正 裕 

執 行 役 員 婦人・紳士統括部長 橋 詰 敏 文 

 
 (注) 職名は当該会社におけるものであります。 
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３.個別財務諸表 

 

(１) 経営成績 

Ⅰ. 当期の経営成績 

○ 当期のわが国経済は、3月11日に発生した東日本大震災の甚大な被害とその後の福島第

一原子力発電所の事故により、深刻な影響を受けるとともに、デフレ環境が継続する

なか、かつてない円高を背景に企業収益が減少に転じるなど、震災からの復興に向け

た動きが徐々に見られるものの、景気は一段と不透明感を強めつつ推移いたしました。

百貨店業界におきましては、震災後に消費マインドが大きく減退する一方、一部の大

都市で新規出店や大規模な店舗改装・増床などが実施されましたが、総じて厳しい商

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、当社は新たに企業理念を策定し、「お客様にとって、

なくてはならない存在。それが私たちの誇りです。」「私たちは、誰よりもお客様の近

くで、誰よりも深くお客様を想い、誰よりも情熱をもってお客様の力になります。」「私

たちは、お客様とともに未来へ向かって成長し続けます。」というビジョンのもと、「Ｈ

ｕｇ Ｅｖｅｒｙｏｎｅ.」をスローガンとして、全社一丸となって常に高いレベルの顧客

満足の実現に取り組んでまいりました。 

○ 3月には「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」の地下1階に、食料品特化型店舗

の「二子玉川東急フードショー」を出店、9月にはたまプラーザ店をリニューアルオ

ープンするなど、お客様のご要望に応えるために様々な営業活動を実施してまいりま

した。 

○  しかしながら、3月の震災の影響を大きく受け、当期の売上高は前年比96.9％にとど

まりましたが、一方で「中期経営計画」の重点施策である営業構造改革・店舗構造改

革・経費構造改革に取り組んだ結果、中期経営計画の目標を上回る営業利益26億 1千 5

百万円を計上いたしました。 

○ 将来の渋谷再開発を乗り切るため、「新中期経営計画」を策定いたしました。その一

環として本年4月に超高層複合ビル「渋谷ヒカリエ」の地下3階から地上5階のショッ

ピングエリアに「ＳｈｉｎＱｓ」を出店いたします。「新・渋谷、はじまる。ＳＰＡＲＫ

ＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ」をコンセプトとし、「自分目線で、高い自己編集力を持つ女性」

を主要な顧客ターゲットとして、渋谷から遠ざかっていた大人を誘客する、従来の発

想にとらわれない店舗となります。 

○ 今期におきましても、引き続き様々な諸施策を全社一丸となって実行し、将来の「夢

の百貨店」を実現することにより、東急グループのリテール関連事業の中核企業とし

て、東急沿線エリアのライフスタイルや生活価値の向上に貢献してまいります。 
 

Ⅱ. 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、本店、法人外商事業部を含みます。 
○「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、日吉店を含みます。 

売上高 前年増減 対前年比（％） 
賃貸化等修正 

前年比（％） 

本 店 96,999 △2,187 97.8 94.4

吉 祥 寺 店 29,746 △1,218 96.1 96.1

たまプラーザ店 32,176 531 101.7 100.6

札 幌 店 26,419 △168 99.4 99.4

そ の 他 10,700 △3,137 77.3 97.9

全 社 計 196,042 △6,182 96.9 96.5
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(２) 【損益計算書】 

 
（単位：百万円） 

 
 

           期別 
科目 

当事業年度 
(平成23年2月1日 
 ～24年1月31日) 

前事業年度 
(平成22年2月1日 
～23年1月31日) 

比較増減率 比較増減 

売上高 196,042 202,224 96.9% △6,182

売上原価 150,825 155,537 97.0% △4,712

売上総利益 45,216 46,686 96.9% △1,469

その他の営業収入 8,503 9,172 92.7% △669

営業総利益 53,720 55,859 96.2% △2,139

販売費及び一般管理費 51,104 52,543 97.3% △1,438

人件費 21,366 22,172 96.4% △805

総係費 15,769 16,310 96.7% △540

販売費 10,375 10,597 97.9% △222

減価償却費 3,593 3,463 103.8% 130

営業利益 2,615 3,315 78.9% △700

営業外収益  

受取利息及び配当金 53 53 101.1% 0

その他 663 391 169.5% 272

営業外収益合計 717 444 161.3% 272

営業外費用  

支払利息 231 359 64.4% △127

その他 1,164 858 135.7% 306

営業外費用合計 1,395 1,217 114.6% 178

経常利益 1,937 2,543 76.2% △605

 特別利益 160 1,335 12.0% △1,175

特別損失 2,736 2,891 94.6% △155

税引前当期純利益又は純損失(△) △638 987 －  △1,625

法人税、住民税及び事業税 21 24 87.5% △3

法人税等調整額 495 △162 －  657  

当期純利益又は純損失(△) △1,154 1,126 －  △2,280  



 6

  

(３) 【貸借対照表】 

 
 （単位：百万円） 

    期別 

科目 
  当事業年度 

（平成24年1月31日）

 前事業年度 

（平成23年1月31日）
比較増減 

    期別

科目 
  当事業年度 

（平成24年1月31日） 

 前事業年度 

（平成23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 1,079 1,063 16 支払手形 241 1,180 △938

受取手形 150 114 36 買掛金 18,599 17,916 682

売掛金 8,111 7,635 475 短期借入金 7,836 8,471 △634

商品 7,806 7,746 59 リース債務 143 116 26

前払費用 1,076 1,027 48 未払金 1,484 464 1,019

未収収益 126 145 △19 未払費用 3,182 3,580 △397

未収入金 2,644 3,063 △419 未払法人税等 80 56 23

短期貸付金 1,600 1,650 △50 未払消費税等 256 408 △151

繰延税金資産 677 997 △319 前受金 4,340 4,713 △372

その他 461 1,067 △606 預り金 6,503 6,445 57

貸倒引当金 △8 △14 5 事業損失引当金 ― 256 △256

流動資産合計 23,725 24,497 △772 商品券等回収損引当金 1.507 1,493 13

固定資産 短期資産除去債務 29 ― 29

有形固定資産 その他 1,073 950 122

建物設備 27,488 28,932 △1,443 流動負債合計 45,279 46,055 △775

車輌及び運搬具 14 68 △54    

器具及び備品 1,010 902 107  固定負債  

土地 43,462 43,462 － 長期借入金 30,117 30,249 △132

建設仮勘定 1,730 1,170 560 リース債務 358 363 △4

有形固定資産合計 73,706 74,537 △830 預り敷金及び保証金 4,812 5,782 △970

無形固定資産 退職給付引当金 7,989 7,545 444

借地権 3 3 － 長期資産除去債務 1,037 1,067 △30

ソフトウェア 758 596 161 その他 116 212 △95

ソフトウェア仮勘定 100 220 △120 固定負債合計 44,432 45,220 △788

その他 45 45 － 負債合計 89,711 91,275 △1,564

無形固定資産合計 907 866 41  

投資その他の資産 
純資産の部 

 

投資有価証券 817 828 △10 株主資本  

関係会社株式 2,809 2,809 － 資本金 10,000 10,000 －

長期貸付金 14 18 △4 資本剰余金 8,851 8,851 －

敷金及び保証金 14,719 15,622 △902 利益剰余金 8,903 10,058 △1,154

長期繰延税金資産 274 450 △175 株主資本合計 27,755 28,910 △1,154

その他 741 895 △153 評価・換算差額等  

貸倒引当金 △258 △339 80 その他有価証券評価差額金 △11 △0 △10

投資その他の資産合計 19,116 20,284 △1,167 評価・換算差額等合計 △11 △0 △10

固定資産合計 93,730 95,688 △1,957 純資産合計 27,744 28,909 △1,165

資産合計 117,455 120,185 △2,729 負債純資産合計 117,455 120,185 △2,729
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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23年2月1日 

～24年1月31日) 

 前連結会計年度 

(平成22年2月1日 

～23年1月31日) 
比較増減率 比較増減 

売上高 236,133 243,663 96.9% △7,530

売上原価 182,121 187,788 97.0% △5,667

売上総利益 54,011 55,875 96.7% △1,863

その他の営業収入 10,584 11,245 94.1% △660

営業総利益 64,596 67,120 96.2% △2,523

販売費及び一般管理費 61,326 63,388 96.7% △2,061

人件費 26,198 27,433 95.5% △1,234

総係費 18,490 19,150 96.6% △659

販売費 12,196 12,519 97.4% △322

減価償却費 4,440 4,284 103.6% 155

営業利益 3,270 3,732 87.6% △462

営業外収益  

受取利息及び配当金 42 32 129.8% 9

その他 722 489 147.5% 232

営業外収益合計 765 522 146.4% 242

営業外費用  

支払利息 277 400 69.4% △122

その他 1,363 1,128 120.8% 234

営業外費用合計 1,640 1,528 107.3% 111

経常利益 2,394 2,726 87.8% △331

 特別利益 343 1,054 32.6% △710

特別損失 2,872 2,335 123.0% 537

税金等調整前 
当期純利益又は純損失(△) △134 1,445 －  △1,579

法人税、住民税及び事業税 284 113 251.0% 171

法人税等調整額 476 △101 －  577

少数株主損益調整前 
当期純利益又は純損失(△) 

△895 1,433 －  △2,328

少数株主利益 7 35 21.2% △27

当期純利益又は純損失(△) △902 1,397 －  △2,300
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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24年1月31日）

 前連結会計年度 

（平成23年1月31日） 
比較増減 

    期別 

科目 
  当連結会計年度 

（平成24年1月31日） 

  前連結会計年度 

（平成23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 3,139 3,187 △47 支払手形及び買掛金 21,407 21,916 △509

受取手形及び売掛金 10,182 9,876 306 短期借入金 13,040 14,076 △1,035

商品及び製品 10,573 10,511 62 未払金 1,844 817 1,026

仕掛品 22 21 0 未払法人税等 320 157 162

原材料及び貯蔵品 347 328 18 預り金 7,222 7,030 191

繰延税金資産 939 1,207 △267 商品券等回収損引当金 1,819 1,687 131

その他 4,619 5,155 △535 事業損失引当金 ― 369 △369

貸倒引当金 △14 △20 6 短期資産除去債務 42 ― 42

流動資産合計 29,811 30,266 △455 その他 10,716 12,016 △1,299

  流動負債合計 56,413 58,072 △1,658

固定資産   固定負債  

有形固定資産  長期借入金 30,158 30,414 △256

建物及び構築物 33,945 35,680 △1,734 再評価に係る繰延税金負債 231 264 △32

機械装置及び運搬具 404 414 △9 退職給付引当金 9,358 8,942 416

器具及び備品 1,663 1,674 △10 預り敷金及び保証金 5,668 6,642 △974

土地 53,744 53,846 △101 繰延税金負債 187 161 26

建設仮勘定 1,751 1,539 211 固定資産除却等引当金 ― 288 △288

有形固定資産合計 91,509 93,154 △1,645   長期資産除去債務 1,176 1,205 △29

  その他 793 989 △195

無形固定資産  固定負債合計 47,574 48,907 △1,333

借地権 3 3 － 負債合計 103,988 106,979 △2,991

ソフトウェア 958 835 122 純資産の部  

ソフトウェア仮勘定 100 220 △120 株主資本  

その他 71 73 △2 資本金 10,000 10,000 －

無形固定資産合計 1,132 1,131 0 資本剰余金 8,851 8,851 －

  利益剰余金 15,497 16,400 △902

投資その他の資産  株主資本合計 34,349 35,251 △902

投資有価証券 1,176 1,190 △14 その他の包括利益累計額  

敷金及び保証金 17,244 18,300 △1,055 その他有価証券評価差額金 △18 △5 △12

繰延税金資産 545 727 △181 土地再評価差額金 229 211 18

その他 1,297 1,968 △670 為替換算調整勘定 △62 △32 △29

貸倒引当金 △344 △426 82 その他の包括利益累計額合計 149 172 △23

投資その他の資産合計 19,919 21,759 △1,840 少数株主持分 3,886 3,909 △22

固定資産合計 112,561 116,046 △3,484 純資産合計 38,384 39,333 △948

資産合計 142,373 146,313 △3,940 負債純資産合計 142,373 146,313 △3,940


