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(百万円未満切捨て)

1.  平成25年２月期第１四半期の連結業績（平成24年２月21日～平成24年５月20日）

  (1) 連結経営成績(累計)
(％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年２月期第１四半期 95,141 2.8 2,326 1.9 2,294 0.7 1,077 399.5
24年２月期第１四半期 92,576 2.2 2,283 25.0 2,278 20.3 215 △81.6

(注) 包括利益 25年２月期第１四半期 1,440百万円(440.9％) 24年２月期第１四半期 266百万円（―％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

25年２月期第１四半期 19 50 ―
24年２月期第１四半期 3 87 3 62

  (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年２月期第１四半期 284,038 112,052 38.8

24年２月期 273,188 111,517 40.1

(参考) 自己資本 25年２月期第１四半期 110,144百万円  24年２月期 109,630百万円

2.  配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年２月期 ― 10 00 ― 15 00 25 00

25年２月期 ―

25年２月期(予想) 12 00 ― 13 00 25 00

3.  平成25年２月期の連結業績予想（平成24年２月21日～平成25年２月20日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 198,000 3.5 4,900 △9.8 5,100 △6.5 2,300 11.4 41 62
通期 406,000 4.2 12,900 7.6 13,000 7.1 5,600 21.6 101 35



  

 
  

 
  

 
 (注) 「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。 

詳細は、【添付資料】２ページ「２.サマリー情報(その他)に関する事項」(３）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

  

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付

資料Ｐ２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

    (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

： 無

    新規    ―  社 (社名             )、除外    ―  社 (社名             )

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

  ①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

  ②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

  ③  会計上の見積りの変更 ： 有

  ④  修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

①  期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年２月期１Ｑ 58,546,470株 24年２月期 58,546,470株

②  期末自己株式数 25年２月期１Ｑ 3,290,940株 24年２月期 3,290,695株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期１Ｑ 55,255,629株 24年２月期１Ｑ 55,671,177株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間（平成24年２月21日から平成24年５月20日まで）におけるわが国経済

は、東日本大震災の復興需要等による緩やかな回復傾向が見られました。しかしながら欧州の財政危

機に伴う円高・株安の進行等により輸出企業の業績悪化、さらには電力供給懸念等もあり、経済情勢

は本格的回復には至っておりません。 

  当小売業界におきましては、一部に商品単価上昇が見られましたが、節約・低価格志向が強く、さ

らに業態を越えた競争が激しくなり、経営環境は引き続き厳しいものとなりました。 

  このような状況の下、「株式会社平和堂」は売場・商品・サービスや施設等を、お客様目線で見直

す取り組みを実施してまいりました。 

  以上の結果、当第１四半期のグループ連結業績は、営業収益951億41百万円（前年同期比2.8％

増）、営業利益23億26百万円（前年同期比1.9％増）、経常利益22億94百万円（前年同期比0.7％

増）、四半期純利益は、前期に特別損失を計上した事もあり10億77百万円（前年同期比399.5％増）

と大幅増益となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券等が減少したものの、現金及び預金、有形

固定資産、無形固定資産等の増加により、前連結会計年度末に比べ108億50百万円増加して2,840億38

百万円となりました。 

  負債は、未払法人税等が減少したものの、期末日が休日の影響で買掛金等、また賞与引当金の増加

により、前連結会計年度末に比べ103億14百万円増加して1,719億85百万円となりました。 

  純資産は、為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ５億35百万円増加して

1,120億52百万円となりました。 

  

当連結会計年度の業績予想数値は、平成24年４月３日公表時より変更ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

  当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,451 17,009

受取手形及び売掛金 4,573 4,612

商品及び製品 17,972 19,730

原材料及び貯蔵品 139 166

その他 7,536 8,180

貸倒引当金 △274 △273

流動資産合計 46,398 49,425

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 83,163 88,548

土地 92,263 93,833

その他（純額） 7,870 7,200

有形固定資産合計 183,297 189,582

無形固定資産

のれん 59 383

借地権 5,832 5,683

その他 747 1,420

無形固定資産合計 6,640 7,487

投資その他の資産

投資有価証券 4,586 4,289

敷金及び保証金 23,817 24,727

その他 8,765 8,845

貸倒引当金 △317 △320

投資その他の資産合計 36,851 37,541

固定資産合計 226,789 234,612

資産合計 273,188 284,038

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,986 27,707

短期借入金 32,806 20,691

未払法人税等 2,257 1,109

賞与引当金 1,255 2,482

ポイント引当金 6,371 6,447

利息返還損失引当金 226 199

その他 25,102 42,232

流動負債合計 94,006 100,870

固定負債

長期借入金 45,785 48,212

退職給付引当金 8,575 8,872

資産除去債務 2,395 2,358

受入敷金保証金 10,476 11,256

その他 432 417

固定負債合計 67,664 71,115

負債合計 161,670 171,985
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 11,614 11,614

資本剰余金 19,017 19,017

利益剰余金 83,793 84,042

自己株式 △5,165 △5,165

株主資本合計 109,259 109,507

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 856 653

為替換算調整勘定 △485 △17

その他の包括利益累計額合計 371 636

少数株主持分 1,886 1,908

純資産合計 111,517 112,052

負債純資産合計 273,188 284,038
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年２月21日
至 平成24年５月20日)

売上高 86,674 89,022

売上原価 61,355 62,897

売上総利益 25,319 26,125

営業収入 5,901 6,118

営業総利益 31,221 32,244

販売費及び一般管理費 28,937 29,917

営業利益 2,283 2,326

営業外収益

受取利息 104 127

その他 108 133

営業外収益合計 212 261

営業外費用

支払利息 155 130

その他 63 163

営業外費用合計 218 293

経常利益 2,278 2,294

特別利益

固定資産売却益 － 0

資産除去債務消滅益 90 81

投資有価証券売却益 43 1

貸倒引当金戻入額 6 －

その他 0 0

特別利益合計 140 83

特別損失

固定資産売却損 5 6

固定資産除却損 109 201

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,322 －

その他 52 4

特別損失合計 1,490 212

税金等調整前四半期純利益 928 2,165

法人税、住民税及び事業税 1,304 1,327

法人税等調整額 △651 △312

法人税等合計 652 1,015

少数株主損益調整前四半期純利益 275 1,149

少数株主利益 60 72

四半期純利益 215 1,077
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年２月21日
至 平成24年５月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 275 1,149

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △235 △202

為替換算調整勘定 226 493

その他の包括利益合計 △9 291

四半期包括利益 266 1,440

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 194 1,343

少数株主に係る四半期包括利益 71 97
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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