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チェーン株式会社株式会社 西松屋チェーン
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バギーfanネオ

持ち運びラクチン！ 
安全安心の機能が充実！

●指はさみ防止フレーム採用
●大きめタイヤで安定走行
●大きな日よけで日差しをガード
●5点式ベルト採用
●省スペースにスマート収納

赤ちゃんのおむつ替え、プレイマットやママ
のエクササイズなど使い方いろいろ。

●防音やキズ防止にもピッタリ！
●お部屋にマッチする
　ナチュラルカラー
●汚れてもサッと
　拭くだけでOK！

くみあわせマット(9枚入り)

やわらか素材で安心＆清潔、
用途いろいろ！

シリーズ

●楽天市場店
http://www.rakuten.ne.jp/gold/nishimatsuya/

●ウィメンズモール店
http://wm.benesse.ne.jp/stores/nishimatsuya/
西松屋　通販 検索

便利でオトクなネット通販！是非ご利用ください

人気のプライベートブランド商品

￥2,999（税込） ￥489（税込）

トコトン
考えて
作りました
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事業の概況
　当上半期におけるわが国経済は、欧州財政問題
や中国の経済停滞の影響が懸念されるものの、米
国経済の回復基調と相まって、円安進行による輸出
企業を中心とした株価上昇や企業収益の回復など明
るい兆しを見せ始めております。しかしながら当業界
におきましては、国内企業各社によるシェア獲得の
ための価格競争や出店競争に加え、急激な円安によ
る輸入価格の高騰など、厳しい状況が続いておりま
す。
　このような環境の中、当社は、北海道から沖縄ま
での全国47都道府県に、お客様にとって便利で標
準化された店舗網の拡充をさらに進めるため、新規
出店を継続して行ってまいりました。当中間会計期
間の新規出店は20店舗となり、一方で3店舗閉鎖し
たことで、当中間期末の店舗数は852店舗となって
おります。
　商品別の売上高の動向におきましては、衣料部門
はアウトウェアが好調に推移した一方で、マタニティ
用品や肌着などが伸び悩みました。雑貨部門は、三
輪車や室内用マットなど自社開発の育児用品が好調
に推移いたしました。
　売上総利益におきましては、直接輸入比率の高い
肌着やパジャマなどで為替の急激な変動（円安）へ
の対応が遅れ、仕入原価率が上昇し前年同期比で
101.8％と、売上の伸びを下回る結果となりました。
　販売費及び一般管理費におきましては、継続して

代表取締役社長

大村  禎史

　平素は格別のご高配を賜わり、厚くお礼
申しあげます。
　さて、当社第58期上半期（平成25年2月
21日から平成25年8月20日まで）の事業の
概況等についてのご報告をかね、ご挨拶
申しあげます。

株主の皆様へ

1

010_0557101602511.indd   1 2013/10/17   10:25:53



広告宣伝費や物流費、その他固定費の削減に取り
組んでまいりました。
　以上の結果、当中間会計期間の売上高は622億
1千9百万円（前年同期比104.0％）、営業利益は
23億6千4百万円（前年同期比76.5％）、経常利
益は24億9千7百万円（前年同期比77.8％）とな
りました。また中間純利益は店舗閉鎖損失9千3百
万円や減損損失8千2百万円を特別損失に計上した
結果、12億8千7百万円（前年同期比73.9％）と
なりました。
　当中間期末店舗数852店舗の地域別の状況は、
北海道地区39店舗、東北地区75店舗、関東地区
236店舗、中部地区147店舗、近畿地区151店
舗、中国地区57店舗、四国地区31店舗、九州・
沖縄地区116店舗となっております。

通期の見通し
　通期の業績といたしましては、売上高1,288億3
千9百万円（前期比105.1％）、営業利益58億9千
6百万円（前期比92.9％）、経常利益61億5千4百
万円（前期比93.3％）、当期純利益33億6千8百
万円（前期比92.3％）を見込んでおります。
　なお、中間配当金につきましては、従来予想どお
り1株につき9円とさせていただきます。
　また、昨年4月に引き続き、今年の4月にも約3億
円の自社株取得を実施いたしました。
　株主の皆様には、引き続き一層のご支援を賜わり
ますようお願い申しあげます。
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117,871 119,814 122,546 128,839（計画）

57,648 58,806 59,813

2

010_0557101602511.indd   2 2013/10/17   10:25:53



科　目 当中間期末
平成25年8月20日現在

前期末
平成25年2月20日現在

資産の部

流動資産 49,965 48,629

　現金及び預金 23,095 23,883

　売掛金 1,152 1,025

　商品 19,839 18,856

　未着商品 1,539 441

　預け金 1,998 2,148

　その他 2,339 2,274

固定資産 22,391 22,477

　有形固定資産 6,738 6,514

　無形固定資産 382 422

　投資その他の資産 15,270 15,540

　　建設協力金 9,502 9,819

　　その他 5,774 5,720

　　貸倒引当金 △ 5 ―

資産合計 72,357 71,106

科　目 当中間期末
平成25年8月20日現在

前期末
平成25年2月20日現在

負債の部

流動負債 19,251 18,294

　支払手形及び買掛金　 13,140 11,540

　未払法人税等 1,070 2,069

　賞与引当金 552 549

　設備関係支払手形 565 461

　その他 3,922 3,674

固定負債 1,818 1,836

　退職給付引当金 419 418

　役員退職慰労引当金 282 277

　資産除去債務 837 828

　その他 278 311

負債合計 21,070 20,130

純資産の部

株主資本 50,994 50,674

　資本金 2,523 2,523

　資本剰余金 2,321 2,321

　利益剰余金 48,922 48,302

　自己株式　 △ 2,772 △ 2,472

評価・換算差額等 48 75

　その他有価証券評価差額金 69 52

　繰延ヘッジ損益 △ 21 22

新株予約権 243 227

純資産合計 51,286 50,976

負債純資産合計 72,357 71,106

財務諸表
貸借対照表 （単位：百万円）
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総資産／純資産

（単位：百万円）

総資産 純資産

48,135 48,832 50,976 51,286

科　目
当中間期

平成25年2月21日から
平成25年8月20日まで

前中間期
平成24年2月21日から
平成24年8月20日まで

売上高 62,219 59,813

売上原価 39,623 37,613

売上総利益 22,595 22,200

販売費及び一般管理費 20,231 19,109

営業利益 2,364 3,090

営業外収益 140 126

　受取利息 61 65

　期日前決済割引料 33 40

　その他 44 21

営業外費用 7 8

　支払利息 4 6

　支払手数料 2 1

　その他 0 0

経常利益 2,497 3,209

特別損失 175 37

　店舗閉鎖損失 93 ―

　減損損失 82 37

税引前中間純利益 2,322 3,172

法人税、住民税及び事業税 993 1,478

法人税等調整額 41 △ 48

中間純利益 1,287 1,742

科　目
当中間期

平成25年2月21日から
平成25年8月20日まで

前中間期
平成24年2月21日から
平成24年8月20日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー

407 3,806

投資活動による
キャッシュ・フロー

△ 252 △ 68

財務活動による
キャッシュ・フロー

△ 1,093 △ 1,086

現金及び現金同等物に係る
換算差額

― ―

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

△ 937 2,651

現金及び現金同等物の
期首残高

26,032 21,511

現金及び現金同等物の
中間期末残高

25,094 24,163

損益計算書 キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円） （単位：百万円）
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発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数

191,220,000株
69,588,856株（自己株式3,172,331株を含む）

21,182名

株式・会社情報 （平成25年8月20日現在）

株式の状況 株式分布状況

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

大株主（上位10名）

株式数分布状況

総数
69,588,856株

総数
21,182名

株主数分布状況

外国法人等
36.41%

外国法人等
0.68%

その他の法人
0.50%

金融機関
0.19%

自己名義
4.56%

金融商品
取引業者
0.12%

金融商品取引業者
0.42%

その他の法人
15.04%

金融機関
16.31%

自己名義
0.01%

第58期
（平成26年2月期）

19.00（計画）

9.00

第54期
（平成22年2月期）

18.00

8.00

第55期
（平成23年2月期）

19.00

9.00

第56期
（平成24年2月期）

19.00

9.00

第57期
（平成25年2月期）

19.00

9.00

配当金の推移

20

10

0

（単位：円）
中間 通期

個人、その他
98.50%

個人、その他
27.26%

（注）1. 持株比率は自己株式3,172,331株を控除して計算しております。
2. 当社が平成22年9月27日開催の取締役会において、「株式給付信託

（J-ESOP）」を導入することを決議したことに伴い、資産管理サービス信託
銀行株式会社（信託E口）（以下「信託口」という）が平成22年11月１日
付で当社株式230,800株を取得しております。なお、平成25年8月20日現
在において信託口が所有する当社株式230,700株を自己株式数に含めて記
載しております。

いちごトラスト 10,966 16.51

友好エステ－ト株式会社 9,628 14.50

ビービーエイチ　フォー　フィデリティ　
ロー プライスド ストック ファンド

（プリンシパル オール セクター サブポートフォリオ）
5,150 7.75

大村 禎史 4,826 7.27

茂理 佳弘 2,817 4.24

ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー　５０５２２４ 2,000 3.01

モルガンスタンレーアンドカンパニーインターナショナルピーエルシー 1,902 2.87

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口
再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 1,865 2.81

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,679 2.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,193 1.80
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会社の概況 株主メモ

役　員

（注）1. 取締役菅尾英文氏は、会社法第2条第15号に定める社外
取締役であります。なお、同氏を東京証券取引所の定める
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 常勤監査役大橋一喜氏および監査役濱田聡氏は、会社法
第2条第16号に定める社外監査役であります。

（ご注意）
1. 株券電子化に伴い、 株主様の住所変更、 配当金の振込先ご指

定、買取・買増請求その他各種お手続きにつきましては、原則、
口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることと
なっております。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきまして
は、上記特別口座管理機関でお取扱いいたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお
支払いいたします。

4. 大阪証券取引所（大証）は、平成25年7月16日付をもって東京 
証券取引所（東証）と市場の統合を行ったため、同日以降当社 
の上場証券取引所は東京証券取引所（東証）一部になっております。

商 号

本店の所在地
設 立
資 本 金
従 業 員 数

主要な事業内容

U R L

株式会社西松屋チェーン
英訳名　NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.
兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
昭和31年10月3日
25億2,300万円
627名
従業員数には、派遣社員およびパートタイマー、 
アルバイトの期中平均人員3,748名（1日勤務時間 
8時間換算による）は、含んでおりません。
ベビー・子供の生活関連用品の販売をチェーンスト
ア展開により行っております。
http://www.24028.jp/

代表取締役社長
専 務 取 締 役
常 務 取 締 役
取 締 役
取 締 役

取 締 役
取 締 役
常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役
監 査 役 

大村　禎史
長谷川 壽人
廣田　直記
北中　秀穂
藤田　正義

松尾　光晃
菅尾　英文
大橋　一喜
江畑　惠司
濱田　　聡

毎年2月21日から翌年2月20日まで

毎年5月1日より5月20日までの間

定時株主総会 　毎年2月20日
期末配当金 　　毎年2月20日
中間配当金 　　毎年8月20日

三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
〒541－8502
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
TEL　0120－094－777（通話料無料）

東証一部（証券コード：7545）

電子公告により行う
URL http://www.24028.jp/

（ただし、電子公告によることが出来ない事故、
その他のやむを得ない事由が生じたときは、日
本経済新聞に公告いたします。） 

100株

事 業 年 度
定時株主総会
基 準 日

株主名簿管理人
特別口座管理機関
同 連 絡 先

上場証券取引所
公 告 方 法

単 元 株 式 数
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