
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第１四半期の連結業績（平成25年２月21日～平成25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 ％

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

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

(注) 包括利益 26年２月期第１四半期 3,498百万円( 142.8％) 25年２月期第１四半期 1,440百万円( 440.9％)

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

26年２月期第１四半期 41.26 ―
25年２月期第１四半期 19.50 ―

（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 ％

26年２月期第１四半期 283,109 119,800 41.6
25年２月期 278,806 117,063 41.2

(参考) 自己資本 26年２月期第１四半期 117,638百万円 25年２月期 114,976百万円

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

25年２月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00
26年２月期 ―

26年２月期(予想) 12.00 ― 13.00 25.00

(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26年２月期の連結業績予想（平成25年２月21日～平成26年２月20日）

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) 200,000 2.9 6,200 13.7 6,300 14.0 3,600 28.6 65.15

通期 406,000 3.4 13,700 11.4 13,900 8.1 7,000 26.6 126.69

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 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) 26年２月期１Ｑ 58,546,470株 25年２月期 58,546,470株

② 期末自己株式数 26年２月期１Ｑ 3,291,439株 25年２月期 3,291,289株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期１Ｑ 55,255,106株 25年２月期１Ｑ 55,255,629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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当第１四半期連結累計期間（平成25年２月21日から平成25年５月20日まで）におけるわが国経済は、

新政権による金融政策や各種経済対策への期待感から、円安を背景とした輸出関連企業の業績改善が進

むなど一部で明るい兆しが見られたものの、不安定な海外経済や電気料金の値上げ等もあり、先行きは

依然として不透明なまま推移いたしました。 

  当小売業界におきましては、業種・業態を越えたさらなる競合激化や節約志向による低価格販売が継

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」はお客様満足度を高めるた

めに、際立った売場、商品、サービスの改革を行い、他社との差異化に注力してまいりました。 

  以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益951億28百万円（前年同期比0.0％減）、

営業利益29億43百万円（前年同期比26.5％増）、経常利益31億83百万円（前年同期比38.7％増）、四半

期純利益は、22億79百万円（前年同期比111.6％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、敷金及び保証金等が減少したものの、現金及び預金、商

品及び製品、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43億３百万円増

加して2,831億９百万円となりました。 

  負債は、賞与引当金の増加等により、前連結会計年度末に比べ15億67百万円増加して1,633億９百

万円となりました。 

  純資産は、利益剰余金、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27億36百万円

増加して1,198億円となりました。 

  

当連結会計年度の業績予想数値は、平成25年４月２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。 

  

該当事項はありません。 

  

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(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

（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25年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,614 16,477

受取手形及び売掛金 4,578 4,798

商品及び製品 18,708 19,405

原材料及び貯蔵品 165 200

その他 6,173 8,398

貸倒引当金 △116 △116

流動資産合計 45,123 49,162

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 86,699 86,182

土地 93,659 93,730

その他（純額） 7,376 7,987

有形固定資産合計 187,735 187,899

無形固定資産

のれん 353 345

借地権 5,715 5,840

その他 1,839 1,976

無形固定資産合計 7,908 8,163

投資その他の資産

投資有価証券 5,173 5,550

敷金及び保証金 24,489 24,297

その他 8,695 8,355

貸倒引当金 △320 △320

投資その他の資産合計 38,037 37,883

固定資産合計 233,682 233,946

資産合計 278,806 283,109
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 27,469 28,023

短期借入金 29,359 19,138

未払法人税等 2,298 1,575

賞与引当金 1,276 2,444

ポイント引当金 6,643 6,665

利息返還損失引当金 150 134

その他 21,204 32,750

流動負債合計 88,401 90,734

固定負債

長期借入金 50,512 49,833

退職給付引当金 8,988 9,135

資産除去債務 2,402 2,427

受入敷金保証金 11,053 10,820

その他 382 357

固定負債合計 73,340 72,574

負債合計 161,742 163,309

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 87,830 89,391

自己株式 △5,166 △5,166

株主資本合計 113,295 114,856

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,296 1,594

為替換算調整勘定 384 1,187

その他の包括利益累計額合計 1,681 2,781

少数株主持分 2,086 2,161

純資産合計 117,063 119,800

負債純資産合計 278,806 283,109
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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24年２月21日
至 平成24年５月20日)

当第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)

売上高 89,022 88,929

売上原価 62,897 62,823

売上総利益 26,125 26,106

営業収入 6,118 6,198

営業総利益 32,244 32,305

販売費及び一般管理費 29,917 29,361

営業利益 2,326 2,943

営業外収益

受取利息 127 124

受取補助金 6 87

その他 127 156

営業外収益合計 261 368

営業外費用

支払利息 130 112

その他 163 17

営業外費用合計 293 129

経常利益 2,294 3,183

特別利益

固定資産売却益 0 －

資産除去債務消滅益 81 －

投資有価証券売却益 1 685

その他 0 －

特別利益合計 83 685

特別損失

固定資産売却損 6 14

固定資産除却損 201 78

その他 4 －

特別損失合計 212 92

税金等調整前四半期純利益 2,165 3,776

法人税、住民税及び事業税 1,327 1,586

法人税等調整額 △312 △164

法人税等合計 1,015 1,421

少数株主損益調整前四半期純利益 1,149 2,354

少数株主利益 72 74

四半期純利益 1,077 2,279
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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24年２月21日
至 平成24年５月20日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,149 2,354

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △202 298

為替換算調整勘定 493 845

その他の包括利益合計 291 1,144

四半期包括利益 1,440 3,498

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,343 3,379

少数株主に係る四半期包括利益 97 118
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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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