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事業の概況
　当上半期におけるわが国経済は、企業収益に改
善の動きが見られるものの、消費税率引き上げに伴
う駆け込み需要の反動による影響など、先行き懸念
が残る状況となっております。
　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14店舗となり、一方で不採算店舗
の閉店やリプレースにより8店舗閉鎖したことで、当
中間期末の店舗数は864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
門は梅雨明けの遅れや台風などの天候不順の影響
があったものの、アウトウェアを中心に概ね順調に
推移いたしました。雑貨部門では、大型育児用品な
どで苦戦いたしました。結果、売上高は前年同期比
で102.0％となっております。
　売上総利益におきましては、消費税増税後の総
額表示継続に伴う一時的な値下げ実施の影響があ
りましたが、在庫の圧縮や当初価格での販売増によ
る値下げロス削減が進んだ結果、前年同期比で
100.9％となりました。
　販売費及び一般管理費におきましては、在庫圧
縮の効果が物流費や在庫管理に係るコストの低減に
現れてきております。加えて、広告宣伝費やその他
固定費の削減にも継続して取り組んでまいりました。

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59期上半期（平成26年2月
21日から平成26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
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　特別利益におきましては、前年同期にはなかった
新株予約権戻入益を2億2千7百万円計上しておりま
す。
　以上の結果、当中間会計期間の売上高は634億
7千5百万円（前年同期比102.0％）、営業利益は
22億7千7百万円（前年同期比96.3％）、経常利益
は23億7千3百万円（前年同期比95.1％）となりま
した。また中間純利益は15億3千9百万円（前年同
期比119.6％）となりました。
　当中間期末店舗数864店舗の地域別の状況は、
北海道地区39店舗、東北地区77店舗、関東地区
235店舗、中部地区151店舗、近畿地区155店
舗、中国地区59店舗、四国地区31店舗、九州・
沖縄地区117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1,324億1
千8百万円（前期比103.7％）、営業利益59億5千
万円（前期比111.7％）、経常利益61億4千2百万円

（前期比110.0％）、当期純利益34億5千6百万円
（前期比115.5％）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6月には約3
億円、10月には約5億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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科　目 当中間期末
平成26年8月20日現在

前期末
平成26年2月20日現在

資産の部

流動資産 65,690 48,976

　現金及び預金 40,649 25,184

　売掛金 1,206 1,106

　商品 18,465 19,063

　未着商品 861 711

　預け金 2,233 693

　その他 2,273 2,216

固定資産 21,752 21,761

　有形固定資産 6,972 6,647

　無形固定資産 544 330

　投資その他の資産 14,235 14,784

　　建設協力金 8,463 8,999

　　その他 5,777 5,790

　　貸倒引当金 △ 5 △ 5

資産合計 87,442 70,737

科　目 当中間期末
平成26年8月20日現在

前期末
平成26年2月20日現在

負債の部

流動負債 32,619 16,534

　支払手形及び買掛金　 20,740 11,247

　電子記録債務 4,850 ―

　未払法人税等 1,079 860

　賞与引当金 555 551

　設備関係支払手形 553 439

　その他 4,840 3,434

固定負債 1,980 1,766

　退職給付引当金 450 409

　役員退職慰労引当金 315 300

　資産除去債務 876 856

　その他 338 199

負債合計 34,599 18,300

純資産の部

株主資本 52,675 52,100

　資本金 2,523 2,523

　資本剰余金 2,321 2,321

　利益剰余金 50,903 50,028

　自己株式　 △ 3,072 △ 2,772

評価・換算差額等 83 59

　その他有価証券評価差額金 73 73

　繰延ヘッジ損益 10 △13

新株予約権 83 277

純資産合計 52,842 52,437

負債・純資産合計 87,442 70,737

貸借対照表 （単位：百万円）

財務諸表
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総資産 純資産

48,832 50,976 52,437

87,442

第59期 中間
（平成27年2月期）

52,842

科　目
当中間期

平成26年2月21日から
平成26年8月20日まで

前中間期
平成25年2月21日から
平成25年8月20日まで

売上高 63,475 62,219

売上原価 40,675 39,623

売上総利益 22,800 22,595

販売費及び一般管理費 20,522 20,231

営業利益 2,277 2,364

営業外収益 111 140

　受取利息 58 61

　その他 52 78

営業外費用 14 7

　支払利息 4 4

　支払手数料 2 2

　売電費用 6 ―

　その他 0 0

経常利益 2,373 2,497

特別利益 227 ―

　新株予約権戻入益 227 ―

特別損失 36 175

　店舗閉鎖損失 14 93

　減損損失 21 82

税引前中間純利益 2,564 2,322

法人税、住民税及び事業税 1,006 993

法人税等調整額 18 41

中間純利益 1,539 1,287

科　目
当中間期

平成26年2月21日から
平成26年8月20日まで

前中間期
平成25年2月21日から
平成25年8月20日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 18,252 407

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 146 △ 252

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 1,101 △ 1,093

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） 17,004 △ 937

現金及び現金同等物の
期首残高 25,878 26,032

現金及び現金同等物の
中間期末残高 42,882 25,094

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3,513,435株を含む）

22,633名

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
22,633名

株主数分布状況

外国法人等
36.42%

外国法人等
0.64%

その他の法人
0.42%

金融機関
0.16%

自己名義
5.05%

金融商品
取引業者
0.12%

金融商品取引業者
0.52%

金融機関
12.60%

その他の法人
15.32%

自己名義
0.01%

第58期
（平成26年2月期）

19.00

9.00

第59期
（平成27年2月期）

19.00（計画）

9.00

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
98.65%

個人・その他
30.09%

（注）1. 持株比率は自己株式3,513,435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26年8月20日現
在において信託口が所有する当社株式230,300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 16.60

友好エステート株式会社 9,628 14.57

大村 禎史 4,826 7.31

ビービーエイチ　フオー　フイデリテイ　　
ロー　プライスド　ストツク　フアンド

（プリンシパル　オール　セクター　サブポートフオリオ）
4,691 7.10

大村 浩一 3,750 5.68

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 1,900 2.88

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 2.82

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 1,708 2.58

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,095 1.66

大村 泰子 1,074 1.63

株式・会社情報（平成26年8月20日現在）
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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。

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
639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3,760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）
東証第一部（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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