
平成27年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成26年６月26日

上 場 会 社 名 株式会社 平和堂 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8276 URL http://www.heiwado.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 夏原 平和
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務部長 (氏名) 竹中 昭敏 (TEL) 0749-23-3111
四半期報告書提出予定日 平成26年６月27日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)
１．平成27年２月期第１四半期の連結業績（平成26年２月21日～平成26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 ％

27年２月期第１四半期 100,365 5.5 3,397 15.4 3,526 10.8 2,291 0.5

26年２月期第１四半期 95,128 △0.0 2,943 26.5 3,183 38.7 2,279 111.6
(注) 包括利益 27年２月期第１四半期 1,659百万円(△52.6％) 26年２月期第１四半期 3,498百万円( 142.8％)
　

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

27年２月期第１四半期 41.47 ―

26年２月期第１四半期 41.26 ―
　

　

（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 ％

27年２月期第１四半期 288,676 126,902 43.2

26年２月期 288,194 126,212 43.0
(参考) 自己資本 27年２月期第１四半期 124,571百万円 26年２月期 123,804百万円
　

　

　

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

26年２月期 ― 12.00 ― 15.00 27.00

27年２月期 ―

27年２月期(予想) 13.00 ― 14.00 27.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成27年２月期の連結業績予想（平成26年２月21日～平成27年２月20日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 202,000 2.8 6,300 1.5 6,500 0.7 3,800 △13.4 68.77

通期 414,000 2.3 14,100 5.8 14,400 4.3 7,600 △2.6 137.55
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項
　　

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

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) 27年２月期１Ｑ 58,546,470株 26年２月期 58,546,470株

② 期末自己株式数 27年２月期１Ｑ 3,292,057株 26年２月期 3,292,025株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年２月期１Ｑ 55,254,425株 26年２月期１Ｑ 55,255,106株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間（平成26年２月21日から平成26年５月20日まで）におけるわが国経済は、政府の各種

経済対策により、公共投資増や企業収益の持ち直し、雇用・所得環境の改善が見られるなど緩やかな回復基調で推

移いたしました。

当小売業界におきましては、業種・業態を超えたさらなる競合激化や増税対応によるコスト負担増、消費増税の

駆け込み需要からの影響が耐久消費財を中心に継続するなど、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、当社グループ企業の中核である「株式会社平和堂」は、地域に密着した企業としてお客様

満足度を高めるために、おもてなしを意識した売場・店舗・サービスに注力してまいりました。

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 1,003億65百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益

33億97百万円（前年同期比15.4％増）、経常利益35億26百万円（前年同期比10.8％増）、四半期純利益は、22億91百

万円（前年同期比0.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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

形固定資産等の増加により、前連結会計年度末に比べ４億82百万円増加して2,886億76百万円となりました。

負債は、賞与引当金、受入敷金保証金等が増加したものの、有利子負債等の減少により、前連結会計年度末に比

べ20億７百万円減少して1,617億73百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ６億90百万円増加して、1,269億２百万円となり

ました。

　

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度の業績予想数値は、消費税増税による影響が当初の想定より小さかったため、第２四半期（累計）

および通期の業績予想を修正いたしました。

　

　

２．サマリー情報(注記事項)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

　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　該当事項はありません。
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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26年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,240 17,833

受取手形及び売掛金 4,961 4,910

商品及び製品 18,297 19,514

原材料及び貯蔵品 193 182

その他 8,509 6,898

貸倒引当金 △80 △80

流動資産合計 50,122 49,258

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 85,366 90,229

土地 96,773 96,746

その他（純額） 10,964 8,421

有形固定資産合計 193,105 195,397

無形固定資産

のれん 1,326 1,305

借地権 5,982 6,020

その他 2,101 1,977

無形固定資産合計 9,410 9,303

投資その他の資産

投資有価証券 5,341 4,771

敷金及び保証金 23,872 23,696

その他 6,662 6,564

貸倒引当金 △320 △315

投資その他の資産合計 35,555 34,716

固定資産合計 238,072 239,417

資産合計 288,194 288,676
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,318 28,482

短期借入金 30,794 26,485

未払法人税等 3,690 1,845

賞与引当金 1,338 2,446

ポイント引当金 6,905 6,641

利息返還損失引当金 163 139

その他 25,175 33,128

流動負債合計 97,386 99,169

固定負債

長期借入金 41,923 39,183

退職給付引当金 9,153 9,230

資産除去債務 2,505 2,549

受入敷金保証金 10,517 10,584

その他 495 1,057

固定負債合計 64,595 62,604

負債合計 161,981 161,773

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 94,248 95,710

自己株式 △5,167 △5,167

株主資本合計 119,712 121,174

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,458 1,142

為替換算調整勘定 2,634 2,255

その他の包括利益累計額合計 4,092 3,397

少数株主持分 2,407 2,330

純資産合計 126,212 126,902

負債純資産合計 288,194 288,676
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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25年２月21日
　至 平成25年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年２月21日
　至 平成26年５月20日)

売上高 88,929 94,017

売上原価 62,823 66,519

売上総利益 26,106 27,498

営業収入 6,198 6,347

営業総利益 32,305 33,845

販売費及び一般管理費 29,361 30,448

営業利益 2,943 3,397

営業外収益

受取利息 124 92

受取補助金 87 116

その他 156 123

営業外収益合計 368 333

営業外費用

支払利息 112 94

支払補償金 5 59

その他 11 50

営業外費用合計 129 203

経常利益 3,183 3,526

特別利益

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 685 551

その他 － 10

特別利益合計 685 562

特別損失

固定資産売却損 14 45

固定資産除却損 78 54

減損損失 － 3

その他 － 1

特別損失合計 92 105

税金等調整前四半期純利益 3,776 3,984

法人税、住民税及び事業税 1,586 1,782

法人税等調整額 △164 △173

法人税等合計 1,421 1,608

少数株主損益調整前四半期純利益 2,354 2,375

少数株主利益 74 84

四半期純利益 2,279 2,291
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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25年２月21日
　至 平成25年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年２月21日
　至 平成26年５月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,354 2,375

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 298 △315

為替換算調整勘定 845 △400

その他の包括利益合計 1,144 △715

四半期包括利益 3,498 1,659

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,379 1,595

少数株主に係る四半期包括利益 118 63
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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