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2020年 9月 17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 平石 直哉 

 (コード：9829 東証 JASDAQ) 

問合せ先 
常務取締役 
業務本部長 小泉 忠行 

 (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 2021 年 1 月期中間決算（2020 年 2 月 1 日～2020 年 7 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 大 石 次 則 

(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 57.7％（2020年 7月 31 日現在） 

   ② 人 的 関 係  当社の取締役 3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 
2020年7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(％) 

東急株式会社 渋谷区南平台町５－６ 70,000 100.0 
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(２) 役員の状況（2020年 7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 
社 長 執 行 役 員 
代 表 取 締 役 

 大 石 次 則 1959年５月31日 

1983年４月 

2015年４月 

2018年２月 

 

東京急行電鉄株式会社入社 

同社執行役員 

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 

業務統括、 
事業戦略室・ 
業務推進室 
所管 

雨 宮   主 1958年６月20日 

1982年４月 

2009年２月 

2010年１月 

2016年２月 

2017年２月 

2018年２月 

2020年４月 

東京急行電鉄株式会社入社 

株式会社東急百貨店執行役員 

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 

同社取締役副社長執行役員現在に至る 

同社業務統括、事業戦略室・業務推進室所管 

現在に至る 

※2  － 

 
取 締 役 
常 務 執 行 役 員 

 

経営管理室 
所管 三 木   尚 1966年11月１日 

1990年４月 

2014年４月 

 

2020年４月 

 

2020年４月 

東京急行電鉄株式会社入社 

同社都市開発事業本部 渋谷開発事業部 

開発第二部統括部長 

株式会社東急百貨店常務執行役員 経営管理

室所管現在に至る 

同社取締役現在に至る 

※2  － 

 
取 締 役 
常 務 執 行 役 員 

 

営業本部長 石 原 一 也 1959年４月20日 

1982年４月 

2013年２月 

2018年２月 

2020年４月 

2020年４月 

株式会社東急百貨店入社 

同社執行役員 

同社常務執行役員現在に至る 

同社営業本部長現在に至る 

同社取締役現在に至る 

※2  － 

 
取 締 役 

 
 濵 名   節 1960年７月25日 

1983年４月 

2011年４月 

2014年６月 

2017年４月 

2019年４月 

2020年４月 

2020年４月 

東京急行電鉄株式会社入社 

同社執行役員 
同社取締役現在に至る 

同社調査役 

同社執行役員 

同社常務執行役員現在に至る 

株式会社東急百貨店取締役現在に至る 

※2  － 

 
取 締 役 

 
 山 川 貴 史 1965年10月25日 

1988年４月 

2017年10月 

2018年２月 

2018年２月 

2020年４月 

東京急行電鉄株式会社入社 

同社参与 
株式会社東急百貨店取締役現在に至る 

同社常務執行役員 企画・業務本部副本部長 

東急株式会社リテール事業部長現在に至る 

※2  － 

常 勤 監 査 役  田 力 祐 志 1958年７月28日 

1981年４月 

2013年２月 

2013年４月 

2014年４月 

2016年４月 

2017年２月 

株式会社東急百貨店入社 

株式会社ながの東急百貨店経営統括部長 

同社取締役 

同社常務取締役 

株式会社北長野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ代表取締役社長 

株式会社東急百貨店常勤監査役現在に至る 

※3  － 

監 査 役  秋 元 直 久 1957年６月20日 

1981年４月 

2012年４月 

2014年４月 

2014年６月 

2016年６月 

2016年６月 

東京急行電鉄株式会社入社 

同社執行役員 

株式会社東急エージェンシー執行役員 

同社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) ※1．2015年４月開催の 2015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、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から 2021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、2024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. 東京急行電鉄株式会社は、2019年 9月 2日付で東急株式会社に商号変更しております。 
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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 2020年 7月 31日現在におけるものであります。 

 
 
 
 
 

役名 職名 氏名 

常務執行役員 渋谷戦略事業部長 中 村   宏 

執 行 役 員 ファッション・雑貨統括部長 高 田 泰 弘 

執 行 役 員 経営管理室長 赤 羽 祐一郎 

執 行 役 員 業務推進室長 関 根   功 

執 行 役 員 札幌店長 中 井 智 彦 

執 行 役 員 本店長 稲 葉 満 宏 

執 行 役 員 食品統括部長 鈴 木   毅 
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３.個別財務諸表 

 
 (１) 【損益計算書】 

                                       
                                       （単位 百万円） 

           期別 
科目 

当中間会計期間 
(2020年2月1日～ 
 2020年7月31日) 

前中間会計期間 
(2019年2月1日～ 
 2019年7月31日)  

比較増減率 比較増減 

売上高 57,370  87,027  65.9 △29,657  

売上原価 45,606  67,843  67.2 △22,236  

売上総利益 11,763  19,183  61.3 △7,420  

その他の営業収入 3,633  5,483  66.3 △1,850  

営業総利益 15,397  24,667  62.4 △9,270  

販売費及び一般管理費 18,140  24,254  74.8 △6,113  

人件費 4,844  6,335  76.5 △1,491  

総係費 8,921  11,062  80.6 △2,140 

販売費 2,778  5,068  54.8 △2,289  

減価償却費 1,596  1,787  89.3 △191  

営業利益（又は損失） △2,743  413  ― △3,157  

営業外収益        

受取利息及び配当金 18  17  106.3 1  

その他 279  317  88.0 △38  

営業外収益合計 297  334  89.0 △36  

営業外費用        

支払利息 55  35  157.9 20  

その他 324  282  115.0 42  

営業外費用合計 379  317  119.8 62  

経常利益（又は損失） △2,825  431  ― △3,256  

 特別利益 52  ―  ― 52  

特別損失 2,342  54  4,321.6 2,287  

税引前中間純利益（又は損失） △5,115  376  ― △5,492  

法人税、住民税及び事業税 11  11  100.0 0  

法人税等調整額 2  △2  ― 5  

中間純利益（又は損失） △5,130  367  ― △5,497  
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 (２) 【貸借対照表】 

 
 （単位 百万円） 

  

    期別 

科目 
  当中間会計期間    

   （2020年7月31日） 

 前会計年度   

 （2020年1月31日） 
比較増減 

    期別 

科目 
  当中間会計期間    

   （2020年7月31日） 

 前会計年度   

 （2020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 1,086 1,170 △83 買掛金 12,884 18,712 △5,828 

受取手形 56 191 △135 短期借入金 ― 13,660 △13,660 

売掛金 9,211 12,055 △2,843 リース債務 120 132 △11 

商品 5,008 5,786 △777 未払金 1,449 1,998 △549 

前払費用 1,018 978 39 未払費用 3,687 3,702 △15 

未収収益 359 78 280 未払法人税等 11 23 △11 

未収入金 4,870 5,187 △317 未払消費税等 42 ― 42 

未収消費税等 ― 2 △2 前受金 4,355 4,273 81 

短期貸付金 5,993 1,400 4,593 預り金 8,342 9,102 △759 

その他 687 778 △90 商品券等回収損引当金 1,923 1,913 10 

貸倒引当金 △8 △15 7 その他 284 276 8 

流動資産合計 28,284 27,612 671     

固定資産 

有形固定資産 
       

建物設備 21,969 21,847 121 流動負債合計 33,101 53,796 △20,694 

車輌及び運搬具 0 0 ―  固定負債    

器具及び備品 1,372 1,279 93 長期借入金 45,000 19,500 25,500 

土地 42,838 42,836 2 リース債務 253 278 △25 

リース資産 448 570 △121 預り敷金及び保証金 5,131 5,379 △247 

建設仮勘定 2 29 △26 繰延税金負債 114 153 △38 

有形固定資産合計 66,632 66,563 69 退職給付引当金 7,277 7,619 △342 

無形固定資産    長期資産除去債務 1,251 1,228 23 

商標権 34 36 △2 その他 ― 1 △1 

ソフトウェア 1,277 1,449 △171     

リース資産 284 332 △47     

ソフトウェア仮勘定 134 75 59     

その他 45 45 ― 固定負債合計 59,027 34,160 24,867 

無形固定資産合計 1,776 1,939 △162 負債合計 92,129 87,956 4,172 

投資その他の資産    純資産の部    

投資有価証券 933 1,052 △119 株主資本    

関係会社株式 1,726 1,726 ― 資本金 100 100 ― 

長期貸付金 0 0 △0 資本剰余金 18,768 18,768 ― 

敷金及び保証金 8,654 10,098 △1,444 利益剰余金 △2,612 2,518 △5,130 

その他 1,118 1,158 △40 株主資本合計 16,256 21,386 △5,130 

貸倒引当金 △669 △659 △10 評価・換算差額等    

    その他有価証券評価差額金 71 149 △78 

投資その他の資産合計 11,763 13,378 △1,614 評価・換算差額等合計 71 149 △78 

固定資産合計 80,172 81,880 △1,707 純資産合計 16,327 21,536 △5,208 

資産合計 108,457 109,493 △1,035 負債純資産合計 108,457 109,493 △1,035 
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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 

当中間連結会計期間 

(2020年2月1日～ 
2020年7月31日) 

前中間連結会計期間 

(2019年2月1日～ 
2019年7月31日) 

比較増減率 比較増減 

売上高 72,323 104,484 69.2 △32,160  

売上原価 57,212 82,370 69.5 △25,158  

売上総利益 15,111 22,113 68.3 △7,001  

その他の営業収入 3,900 5,770 67.6 △1,869  

営業総利益 19,012 27,884 68.2 △8,871  

販売費及び一般管理費 22,054 27,677 79.7 △5,623  

人件費 8,014 9,997 80.2 △1,982  

総係費 8,787 9,769 89.9 △982  

販売費 3,371 5,758 58.6 △2,386  

減価償却費 1,880 2,152 87.4 △271  

営業利益（又は損失） △3,041 206 ― △3,248  

営業外収益      

受取利息及び配当金 19 19 103.0 0  

その他 293 342 85.7 △48  

営業外収益合計 312 361 86.6 △48  

営業外費用      

支払利息 67 49 136.5 18  

その他 334 294 113.6 39  

営業外費用合計 401 343 116.9 57  

経常利益（又は損失） △3,130 224 ― △3,354  

 特別利益 301 ― ― 301  

特別損失 2,769 95 2,888.0 2,673  

税金等調整前中間純利益（又は損失） △5,598 128 ― △5,726  

法人税、住民税及び事業税 68 46 147.1 21  

法人税等調整額 52 △42 ― 94  
中間純利益（又は損失） △5,719 124 ― △5,843  

非支配株主に帰属する 
中間純損失 △176 △38 ― △137  

親会社株主に帰属する 
中間純利益（又は損失） △5,542 162 ― △5,705  
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(２) 【連結貸借対照表】 

 
   （単位 百万円） 

 

 

    期別 

科目 
   当中間連結会計期間 

    （2020年7月31日） 

   前連結会計年度 

（2020年1月31日） 
比較増減 

    期別 

科目 
    当中間連結会計期間 

    （2020年7月31日） 

    前連結会計年度 

（2020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 3,068 2,138 929 買掛金 15,137 21,307 △6,170 

受取手形及び売掛金 11,328 14,405 △3,077 短期借入金 5,904 18,030 △12,126 

商品及び製品 8,123 9,026 △903 リース債務 262 285 △22 

仕掛品 50 42 7 未払金 1,632 2,154 △521 

原材料及び貯蔵品 395 322 72 未払法人税等 75 78 △2 

その他 10,528 6,752 3,775 預り金 8,286 8,247 38 

貸倒引当金 △11 △17 6 商品券等回収損引当金 2,318 2,322 △4 

    その他 10,095 9,817 278 

流動資産合計 33,482 32,670 811 流動負債合計 43,713 62,244 △18,531 

固定資産     固定負債    

有形固定資産    長期借入金 45,000 19,834 25,165 

建物及び構築物 26,441 26,364 77 リース債務 555 645 △90 

機械装置及び運搬具 337 308 29 再評価に係る繰延税金負債 342 342 ― 

器具及び備品 1,552 1,473 79 退職給付に係る負債 8,865 9,246 △381 

土地 50,337 49,284 1,052 預り敷金及び保証金 5,339 5,606 △266 

リース資産 595 741 △146 繰延税金負債 114 153 △38 

建設仮勘定 151 66 84 長期資産除去債務 1,380 1,365 14 

有形固定資産合計 79,415 78,238 1,177 その他 ― 1 △1 

無形固定資産    固定負債合計 61,597 37,196 24,401 

商標権 34 36 △2 負債合計 105,311 99,441 5,870 

ソフトウェア 1,394 1,583 △188 純資産の部    

リース資産 523 603 △80 株主資本    

ソフトウェア仮勘定 289 153 136 資本金 100 100 ― 

その他 66 66 ― 資本剰余金 18,769 18,769 ― 

無形固定資産合計 2,307 2,443 △135 利益剰余金 365 5,908 △5,542 

投資その他の投資    株主資本合計 19,235 24,778 △5,542 

投資有価証券 1,060 1,204 △143 その他の包括利益累計額    

敷金及び保証金 9,086 10,556 △1,470 その他有価証券評価差額金 74 144 △69 

繰延税金資産 218 265 △47 土地再評価差額金 426 426 ― 

その他 700 716 △16 為替換算調整勘定 121 102 18 

貸倒引当金 △113 △103 △10 退職給付に係る調整累計額 △137 △185 48 

    その他の包括利益累計額合計 485 487 △2 

投資その他の資産合計 10,952 12,639 △1,687 非支配株主持分 1,125 1,284 △158 

固定資産合計 92,675 93,321 △645 純資産合計 20,846 26,550 △5,704 

資産合計 126,158 125,992 165 負債純資産合計 126,158 125,992 165 
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