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(百万円未満切捨て)
１．平成29年２月期第１四半期の連結業績（平成28年２月21日～平成28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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年２月期第１四半期 106,192 1.0 2,902 △2.2 2,998 △8.0 1,887 △6.6

28年２月期第１四半期 105,135 4.8 2,968 △12.6 3,258 △7.6 2,021 △11.8
(注) 包括利益 29年２月期第１四半期 1,250百万円(△41.6％) 28年２月期第１四半期 2,142百万円( 29.1％)
　

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

29年２月期第１四半期 35.99 －

28年２月期第１四半期 36.59 －
　

　

（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 ％

29年２月期第１四半期 291,526 134,947 45.4

28年２月期 293,057 134,756 45.1
(参考) 自己資本 29年２月期第１四半期 132,284百万円 28年２月期 132,051百万円
　

　

　

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

28年２月期 － 13.00 － 19.00 32.00

29年２月期 －

29年２月期(予想) 16.00 － 16.00 32.00
(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29年２月期の連結業績予想（平成28年２月21日～平成29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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 218,000 1.3 7,500 3.4 7,800 1.3 4,700 0.1 89.61

通期 447,000 2.3 16,200 2.3 16,700 0.2 9,600 0.3 183.03
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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 ： 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 ： 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) 29年２月期１Ｑ 58,546,470株 28年２月期 58,546,470株

② 期末自己株式数 29年２月期１Ｑ 6,095,088株 28年２月期 6,094,845株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年２月期１Ｑ 52,451,480株 28年２月期１Ｑ 55,253,251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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」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28年２月21日から平成28年５月20日まで）におけるわが国経済は、企業収益

や雇用・所得環境の改善が見られましたが、年初からの円高進行や株価の下落継続、新興国・資源国経済の成長

鈍化の影響により、不安定な状況で推移いたしました。

当小売業界におきましては、コンビニやドラッグの出店増など業種・業態を超えた競合の激化、節約志向によ

る個人消費の低迷等、取り巻く環境は厳しさを継続しました。

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、新

規店舗の開設や既存店の活性化を進め生活者のご要望にお応えする品揃えや売場作り、サービスの向上に注力し

てまいりました。販売動向は、既存店売上高の３月及び４月は前年を上回りましたが、５月は天候不順の影響も

あり前年を下回りました。

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1,061億92百万円（前年同期比1.0％増）、営業利

益29億２百万円（前年同期比2.2％減）、経常利益29億98百万円（前年同期比8.0％減）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は、18億87百万円（前年同期比6.6％減）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、商品及び製品、無形固定資産等が増加したものの、現金及び預金、

有形固定資産等の減少により、前連結会計年度末に比べ15億30百万円減少して2,915億26百万円となりました。

負債は、長期借入金等が増加したものの、短期借入金、預り金（流動負債「その他」）等の減少により、前連

結会計年度末に比べ17億21百万円減少して1,565億78百万円となりました。

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１億90百万円増加して1,349億47百万円とな

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、平成28年３月29日公表時より変更ありません。

決算短信 （宝印刷）  2016年06月24日 10時47分 4ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社 平和堂(8276) 平成29年２月期 第１四半期決算短信

― 3 ―

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

　（会計方針の変更）

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計

上する方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、

暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連

結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非

支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連結会計基準第44－５項(４)及び

事業分離等会計基準第57－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

　（有形固定資産の減価償却の方法）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四

半期連結会計期間より、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物について、改正後の法人税法

に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。
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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28年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,219 18,305

受取手形及び売掛金 5,164 5,233

商品及び製品 19,836 21,287

原材料及び貯蔵品 195 230

その他 7,800 7,236

貸倒引当金 △26 △25

流動資産合計 53,188 52,269

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 88,281 87,347

土地 97,582 97,621

その他（純額） 11,495 11,498

有形固定資産合計 197,358 196,467

無形固定資産

のれん 1,150 1,131

借地権 6,082 5,950

その他 2,844 3,365

無形固定資産合計 10,078 10,447

投資その他の資産

投資有価証券 5,243 5,149

敷金及び保証金 22,466 22,710

その他 5,030 4,792

貸倒引当金 △309 △309

投資その他の資産合計 32,431 32,342

固定資産合計 239,868 239,257

資産合計 293,057 291,526
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 31,776 31,952

短期借入金 32,083 28,258

未払法人税等 2,900 1,574

賞与引当金 1,391 2,705

ポイント引当金 6,826 6,828

利息返還損失引当金 165 151

その他 27,862 23,591

流動負債合計 103,005 95,061

固定負債

長期借入金 31,315 37,821

退職給付に係る負債 9,652 9,614

資産除去債務 2,672 2,702

受入敷金保証金 9,778 9,625

その他 1,875 1,752

固定負債合計 55,294 61,517

負債合計 158,300 156,578

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 109,815 110,707

自己株式 △12,305 △12,306

株主資本合計 128,141 129,032

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,540 1,523

為替換算調整勘定 3,204 2,544

退職給付に係る調整累計額 △835 △816

その他の包括利益累計額合計 3,909 3,251

非支配株主持分 2,705 2,663

純資産合計 134,756 134,947

負債純資産合計 293,057 291,526

決算短信 （宝印刷）  2016年06月24日 10時47分 7ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社 平和堂(8276) 平成29年２月期 第１四半期決算短信

― 6 ―

（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27年２月21日
　至 平成27年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年２月21日
　至 平成28年５月20日)

営業収益

売上高 98,735 99,668

営業収入 6,400 6,523

営業収益合計 105,135 106,192

売上原価 70,386 70,537

売上総利益 28,348 29,131

営業総利益 34,749 35,655

販売費及び一般管理費 31,780 32,752

営業利益 2,968 2,902

営業外収益

受取利息 97 65

受取補助金 175 49

その他 113 96

営業外収益合計 385 211

営業外費用

支払利息 73 59

支払補償金 16 30

その他 5 25

営業外費用合計 95 115

経常利益 3,258 2,998

特別利益

投資有価証券売却益 454 243

その他 0 3

特別利益合計 454 247

特別損失

固定資産売却損 － 13

固定資産除却損 106 89

減損損失 2 13

その他 2 0

特別損失合計 111 116

税金等調整前四半期純利益 3,602 3,128

法人税、住民税及び事業税 1,476 1,495

法人税等調整額 41 △312

法人税等合計 1,517 1,183

四半期純利益 2,084 1,944

非支配株主に帰属する四半期純利益 62 56

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,021 1,887

決算短信 （宝印刷）  2016年06月24日 10時47分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社 平和堂(8276) 平成29年２月期 第１四半期決算短信

― 7 ―

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27年２月21日
　至 平成27年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年２月21日
　至 平成28年５月20日)

四半期純利益 2,084 1,944

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 97 △17

為替換算調整勘定 △4 △695

退職給付に係る調整額 △34 19

その他の包括利益合計 58 △694

四半期包括利益 2,142 1,250

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,080 1,229

非支配株主に係る四半期包括利益 62 20
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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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