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平成１８年２月期  決算短信（連結） 
平成18年4月4日 

上場会社名  株式会社 平和堂                    上場取引所    東 大 
コード番号  8276                          本社所在都道府県 滋賀県 
（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 専務取締役管理本部長  氏名 熊木 與次夫     ＴＥＬ（0749）23－3111          
決算取締役会開催日   平成18年4月4日 
米国会計基準採用の有無     無 
 
１． 18年2月期の連結業績（平成17年２月21日～平成18年２月20日） 
(1) 連結経営成績                             （単位：百万円未満切捨） 
 営業収益 営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
394,620 5.0 12,811 4.1 12,768 7.1 18年２月期 

17年２月期 375,754 6.2 12,309 △0.6 11,920 1.5 

 

 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益        

株 主 資 本
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

営 業 収 益 
経常利益率 

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
2,308 △46.3 39.01 － 2.5 4.7 3.2 18年２月期 

17年２月期 4,297 △23.4 72.97 － 4.9 4.4 3.2 

(注) ①持分法投資損益       18年２月期    － 百万円  17年２月期      － 百万円        
②期中平均株式数(連結)  18年２月期     58,373,549株  17年２月期       58,402,798株  

     ③会計処理の方法の変更    有 
      ④営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 
 

百万円 
 

％ 
        

円  銭 

18年２月期 
17年２月期 

271,832 
271,519 

 

   92,839 
89,778 

34.2 
33.1 

1,590.26 
1,536.93 

     (注) 期末発行済株式数(連結) 18年２月期    58,360,312株      17年２月期   58,390,662株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 

18年２月期 
17年２月期 

14,693 
21,498 

△8,093 
△9,557  

△9,704 
△8,274 

10,917 
13,812 

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数    21社 持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数 －社 
 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)    ２社 (除外)  －社  持分法 (新規) －社 (除外)  －社 

 
２．19年２月期の連結業績予想（平成18年２月21日～平成19年２月20日） 

 営 業 収 益 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 
通    期 

194,000 
408,000 

6,200 
14,600 

3,200 
7,300 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  125円09銭 
 
※ 上記業績予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は

さまざまな要因により予想値とは異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、添付資料の
７～８ページをご参照下さい。 
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企 業 集 団 の 状 況 
 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社25社で構成され、小売及び小売周辺業務

を主な事業内容とし、更に外食事業等の事業活動を展開しております。 

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントは次のとおりであります。 

小売事業 ……… 総合スーパーを営む当社及び子会社の㈱エール、湖南平和堂実業有限公

司、㈱平和堂東海、㈱ヤナゲンストアー、書籍、ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤ

等の販売及びビデオ・ＣＤ・ＤＶＤのレンタル業を行う子会社の㈱ダイ

レクト・ショップがあります。 

又、百貨店を営む子会社の㈱ヤナゲンがあります。 

なお、当社は、㈱エール及び㈱平和堂東海に商品供給を行っており、㈱

ダイレクト・ショップ及び㈱平和堂東海に建物等を賃貸しております。 

小売周辺事業 ……… 主として当社の販売する米飯、惣菜等の製造と精肉、鮮魚の加工を行う

子会社の㈱ベストーネ、会員からの積立金により、当社の取扱商品の販

売の取り次ぎを行う子会社の㈱平和堂友の会、ビル清掃業で主に当社の

店舗清掃業務を行う子会社の㈱ナショナルメンテナンス、店舗の賃貸、

商業基盤の施設の運営管理を行う子会社の八日市駅前商業開発㈱、南彦

根都市開発㈱、加賀コミュニティプラザ㈱、舞鶴流通産業㈱、福井南部

商業開発㈱、富山フューチャー開発㈱及び店舗駐車場の運営管理を行う

子会社の武生駅北パーキング㈱があります。 

その他事業 ……… その他事業のうち外食事業については、郊外型レストランを営む子会社

の㈱ファイブスター及び㈱シー・オー・エム、当社の店舗内で主にファ

ミリーレストラン、アミューズメント、ボウリング場等を営む子会社の

㈱ユーイングがあります。なお、当社は、上記３社に建物等を賃貸して

おります。 

また、ホテル業を営む子会社の㈱グランドデュークホテル、不動産の開

発、販売、ビルメンテナンスを行う子会社の湖南平和物業発展有限公司

があります。 
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事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注) ※連結子会社 

  

  小 売 周 辺 
  小       売 

（子会社） 

※㈱エール 

※㈱ダイレクト・ショップ 

※湖南平和堂実業有限公司 

※㈱平和堂東海 

※㈱ヤナゲン 

※ ㈱ヤナゲンストアー 

製造・加工 

（子会社） 

※㈱ベストーネ 

小      売              

 

㈱平  和  堂 

商品取次 

（子会社） 

※㈱平和堂友の会 

ディベロッパー 

（子会社） 

※八日市駅前商業開発㈱ 

※南彦根都市開発㈱ 

※加賀コミュニティプラザ㈱ 

※ 舞鶴流通産業㈱ 

※ 武生駅北パーキング㈱ 

※福井南部商業開発㈱ 

※富山フューチャー開発㈱ 

外食 

（子会社） 

※㈱ファイブスター 

※㈱ユーイング 

※㈱シー・オー・エム 

その他 

（子会社） 

※ ㈱ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｭｰｸﾎﾃﾙ 

㈱ベル 

舞鶴商業振興㈱ 

商品仕入 

土地・建物賃貸 

土地・建物賃貸 

店舗内への出店 

土
地･

建
物
賃
貸 

店
舗
清
掃
業
務
委
託 

会員に対する商品の販売 

積立金借入 

ビル清掃 

（子会社） 

※㈱ナショナルメンテナンス 

建
物
の
賃
貸 

土
地
の
賃
貸 

土地・建物賃貸 

その他 

（子会社） 

※湖南平和物業発展有限公司 

  他１社 

（関連会社） 

  １社 

商品供給 
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経   営   方   針 

１．会社の経営の基本方針 

当社グループは、小売および小売周辺業務を主な事業内容とし、更に外食事業等の事業活動を展

開いたしております。経営の重要な基本的考え方および方針は、以下の３点とし事業活動を進めて

おります。 

（１）お客様満足度の高い会社の実現 

絶えずお客様の目線で考え、行動することを基本に、生活向上や楽しさを実現する商品の開発や、

売場づくりの充実をはかります。 

（２）社員満足度の高い会社の実現 

一人一人の社員の個性や創造性が発揮でき、生きがい・働きがいを感じる職場風土の実現を目指

します。 

（３）地域社会や環境との共生をはかる会社の実現 

住みよい、暮らしに優しいまちづくりへの貢献を行い、環境の保全や高齢者・社会的弱者等に十

分な配慮をした施設や商品提供・売場づくりに力を入れてまいります｡ 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

株主の皆様に対する利益還元が経営の重要な方針という考え方に基づき、安定した配当を継続

することを基本としております。現在の 1株当たり年間 20 円の配当を基準とし、今後の業績向上

に見合った配当を検討してまいりたいと考えております。なお、金利上昇が予想されますので、

内部留保資金は財務体質の一層の強化、並びに成長分野への投資に充当し長期的な経営基盤の強

化に努めてまいります。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

投資単位の引下げにつきましては、その必要性・時期について市場の動向を見ながら検討してま

いりましたが、株価上昇による１単元の高額化をふまえ、個人株主を中心とする株主層の拡大と

当社株式の流動性の向上をはかるため、平成 18 年４月４日開催の取締役会にて、平成 18 年６月

1日より１単元の株式数を 1,000 株から 100 株に引き下げることを決議いたしました。 

 

４．目標とする経営指標 

平成 16年度に設定いたしました目標につきましては、その後の事業譲受け等によるグループの

事業拡大もあり、新たに下記の目標を設定いたしました。 

（主要な連結経営指標）   平成 17 年度実績 （前年比） 平成 20 年度目標  
営業収益経常利益率 3.2% （＋0.1%）    4.0%以上  
総資産純利益率（ＲＯＡ） 0.9% （△0.7%）    3.5%以上  

（注）平成 17 年度は、「固定資産の減損に係る会計基準」を早期適用し特別損失に、4,730 百万

円計上しております。 

平成 17 年度実績の数字は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しています。 
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５．中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

「お客様に最高のご満足を提供させていただく」ため、アル・プラザタイプとＳＭ(フレンドマ

ート）タイプを中心とした出店・統廃合と関連施設の充実により、滋賀県を主として、京阪・北陸・

東海地区でリージョナルチェーンとしての基盤をより強固にしてまいります。また、キャッシュフ

ロー経営を重視した投資・財務戦略を推進してまいります。 

営業戦略については、商品開発・商品管理と顧客管理等競争優位性の発揮､収益向上のためのマ

ーチャンダイジング改革、受発注精度の向上や物流システムの整備に取り組んでまいります。また

顧客の固定化をはかるためにＨＯＰカード会員様への各種優遇策等を推進してまいります。 

 

６．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

（１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月開催するほか、経営意思決定のための

協議機関として、経営会議を毎月 2～3 回開催するなど、経営の基本方針に基づいて業務上の主要

事項を審議決定しております。 

取締役会は取締役 13名と監査役 4名の計 17 名で構成されております。監査役 4名（うち 2名は

社外監査役）で幅広い視野から企業戦略について総合的な助言を行っており、経営の監視が有効に

機能していると考えております。また、社内に監査室が設置されており、業務・事務に関わる監査

を実施しております。 

 

（２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

法令遵守と企業倫理確立のための制度として、平成 15 年 5 月にコンプライアンス委員会を発足

させ「コンプライアンスマニュアル」を全従業員（正社員・パート社員）に配布携行させており、

現場の生の声を迅速にとり入れる制度として「平和堂クリーンライン」を設置しております。また、

コンプライアンスに対する社員のレベルアップをはかるため、店舗・各部署での研修会（コンプラ

イアンス・プログラム）を定期的に実施しております。 

環境問題の対応については、平成 16 年 7 月に全店で ISO14001 の認証を取得し、省エネ、省資

源や廃棄物のリサイクルの推進、環境に配慮した商品の販売拡大など、目標を定めた各種環境パフ

ォーマンスの改善に取り組み、着実な成果を達成しています。また平成 16 年 10 月に新設した平和

堂リサイクルセンターにおいては、産業廃棄物の 80％をリサイクルするシステムを稼動させてお

ります。環境マネジメントシステムでの積極的な改善活動への取組みにより、環境省・経済産業省

等が後援している「第８回グリーン購入大賞」を受賞することが出来ました。 

 

経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、全般的に個人消費・設備投資・輸出の好調により企業収益

が改善、景気回復がすすんでまいりました。しかしながら、団塊世代の退職問題・将来の税制改正

や社会保障などに対する不安感もあり、先行き不透明な状況を含むものとなりました。 

当流通業界におきましては、業種・業態を超えた競争激化や原油高を起因とする光熱費・包装資材
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費などの増加要因もあり、引き続き厳しい経営環境で推移しました。 

当連結会計年度の連結営業収益は3,946億20百万円（前年同期比5.0％増）、連結経常利益は127億68

百万円（前年同期比7.1％増）となりました。また、「固定資産の減損に係る会計基準」を早期適用

したこともあり、連結当期純利益は23億08百万円（前年同期比46.3％減）となりました。 

事業の種類別セグメント概況については次のとおりであります。 

『小売事業』 

小売事業の中核企業である「株式会社平和堂」におきましては、地域特性に合わせた品揃え、ライ

フスタイルの変化に対応した商品、世代構成の変化に対応した売場の改革などをすすめてまいりま

した。 

さらに、粗利益率の改善については、食品での販売情報の製・配・販共有化による発注システムや

売価管理システム等の導入によりロス改善を進め、粗利益率を改善いたしました。一方、原油高に

よる販管費の上昇に対しては、資材の仕様見直しや調達方法の変更、販促費のチラシ配布回数や配

布地域、チラシサイズの見直し等により経費低減化を進めてまいりました。 

当期の新設店舗は、フレンドマート宇治店（京都府宇治市2,633㎡）、フレンドマート長岡京店（京

都府長岡京市2,640㎡）、フレンドマート高槻氷室店（大阪府高槻市990㎡）、フレンドマート岸辺店

（大阪府吹田市2,253㎡）、旧老上店を建て替えたフレンドマート南草津店（滋賀県草津市1,750㎡）

の５店舗となり、既存店ではアル・プラザ金沢（石川県金沢市16,135㎡、10月）やアル・プラザベ

ル（福井県福井市11,500㎡、11月）の大幅改装など、既存店活性にも取り組んでまいりました。こ

れらの店舗につきましては、業績は概ね計画通りに推移しました。 

その結果、当期の営業収益は3,436億50百万円（前年同期比2.1％増）、経常利益は109億28百万円（前

年同期比3.6％増）、当期純利益は減損会計を早期適用したこともあり、25億65百万円（前年同期比

29.1％減）となりました。 

次に部門別売上高ですが、衣料品ではニーズの変化に対応した商品のグレードアップや部門を超え

たコーディネーション、「旅物語」「トラベルパートナー」などのテーママーチャンダイジング、シ

ーズン端境期での「Ｉｔ'ｓＮｅｗ」開発商品の展開など成果があり、また厳冬の追い風もあって既

存店売上高も100.6％と伸長いたしました。その結果、売上高636億99百万円（前年同期比0.6％増）

となりました。 

住居関連商品では、生活シーンごとに商品のくくりや分類の変更を進め、モチベーションを中心に

52週マーチャンダイジングの強化構築を進めました。特に、花粉症対策コーナーや防災・防犯コー

ナーなどは好調な販売となりましたが、非効率分野縮小に取り組んだこともあり、売上高509億59百

万円（前年同期比0.5％減）となりました。 

食品部門では、エブリディ・ロープライス策の強化に加え、食品の旬・鮮度・新商品・こだわり・

ワンランクアップなどの商品展開に注力いたしました。また、“「食の取組み」５つの宣言”（衛生

管理・鮮度管理・適正表示・地産地消・食育活動）を掲げ、食品の「安心」「安全」への取組み、食

育を通じての「健康」への応援活動などを進め、お客様からのご支持をより高める努力をしてまい

りました。競争激化や相場安による価格低下がありましたが、売上高1,773億23百万円（前年同期比

1.7％増）となりました。 

東海地域で小売業を展開する「株式会社平和堂東海」は、10店舗の内７店舗の改装を実施し、現在

も大型店の鶴見店をアル・プラザ型店舗として、尾西店をスーパーマーケット店舗として建て替え
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新築中であります。改装後店舗の業績は、システムの習熟度・活用度も向上し、地場野菜の取組み

や東海店舗毎の名物企画、モチベーション販売等の充実強化等により順調に推移しております。そ

の結果増収となり、引き続き積極的な店舗改装やシステムの先行投資を進め、早期黒字化を目指し

てまいります。 

昨年９月に営業譲受した「株式会社ヤナゲンストアー」７店舗におきましては、次期よりシステム

統合・商品統合を計画いたしております。同じく営業譲受した「株式会社ヤナゲン」２店舗は、百

貨店独自の仕入れと営業力を活かすべく次期早々での改装を計画しております。 

中国湖南省で小売業を展開する「湖南平和堂実業有限公司」におきましては、競合百貨店の開店な

ど営業面に影響がありましたが、不振テナント店舗の入れ替えや改装の実施、湖南平和堂カード会

員セールの好調もあり、売上は元ベースで103.0％（円換算107.5％）と好調に推移しました。 

書籍販売業やＣＤ・ＤＶＤレンタル業を展開する「株式会社ダイレクトショップ」については、前

期比２店舗増加し47店舗となりました。既存店活性のためリサイクル部門の再構築や不振店改装を

積極的に推し進め増収となりましたが、レンタル部門において原価率の高いＤＶＤレンタルの比率

が上がったことにより、減益となりました。 

『小売周辺事業』 

惣菜、弁当の製造・販売業の「株式会社ベストーネ」は、新規取引先の開拓や新商品の開発を行い、

同時に商品歩留率改善に注力したこともあり、増収増益となりました。 

ビル管理事業を展開する「株式会社ナショナルメンテナンス」は、清掃・警備の受注拡大や仕事の

品質向上を目指した社員教育に注力し、増収増益となりました。 

『その他事業』 

外食事業を展開する「株式会社ファイブスター」は、中心業態の「ココス」２店舗を出店して67店

舗となり業績は安定的に推移しております。居酒屋業態は、直営店に切り替え「いちおしや伝五郎」

に店名変更しました。また、回転寿司「海座」は不採算３店舗を閉鎖し、残りの３店舗と「すし処

海座本店」で改革・改善を進めてまいりました。 

その結果、売上高は102.0％の増収となりましたが、店名変更費用や閉鎖費用等の経費増、さらに

減損会計の早期適用により大幅な減益となりました。 

 

２．財政状況について 

当期における営業キャッシュフローは、税金等調整前当期純利益66億11百万円、減価償却費89  

億25百万円、法人税等の支払いによる支出46億54百万円などにより、146億93百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュフローは、設備投資等により80億円93百万円の支出となりました。また、

財務活動によるキャッシュフローは、銀行借入金返済等により97億04百万円となりました。 

これらの結果、当期末の現金同等物の残高は109億17百万円となりました。 

３．次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、景気回復がより確実となる中、個人消費につきましては不透明感が

残り、業種・業態を超えた出店により競争は益々激化、引き続き厳しい経営環境が続くものと思わ

れます。 

このような状況の下、平和堂グループでは平成19年３月に創業50周年を迎えるにあたり、「創業50

周年に向けて総点検をし、仕事の改善改革をしよう」の方針にもとづき、全ての業務を見直して改
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革を進めてまいります。 

（１）業務の改善・改革について 

社内に業務改革推進プロジェクトチームを発足させ、店舗の発注・品出し・後方事務や商品部業務、

販促・管理業務などの見直しを行い、チェーンストアとしての標準化・効率化向上をすすめ強固な

経営体質づくりを目指してまいります。 

（２）新店、改装について 

兵庫県初出店となるアル・プラザ型大型店舗「アル・プラザつかしん」（売場面積13,664㎡）を兵

庫県尼崎市に平成18年４月、京都府宇治市にフレンドマート型ＳＭ店舗のフレンドマート・Ｇ宇治

市役所前店（売場面積2,214㎡）を平成18年３月、フレンドマート御蔵山店（売場面積950㎡）を平

成18年４月にそれぞれ新設いたします。また、下期には２店舗フレンドマート型ＳＭ店舗の新設を

予定しております。既存店では店舗老朽化・効率向上・競合対策等を考慮して改装・改築を推進し

てまいります。 

（３）店舗営業力強化について 

衣料品では、少子・高齢化社会に起因するライフスタイルの変化等に対応すべく商品のグレードア

ップや部門間を超えたコーディネイトの具現化を図ります。また、今期成果の上がった季節端境期

マーチャンダイジング「Ｉｔ'ｓＮｅｗ」の精度向上と部門の拡大をすすめてまいります。 

住居関連商品では、部門分類の再編を元にした品揃えの充実やモチベーション催事を基軸とした52

週マーチャンダイジングの構築を徹底してまいります。 

食品では旬・鮮度・新商品の早期拡大展開を図るとともに、地域ごとに異なる食文化と味に対応し

た個店マーチャンダイジング及び高齢化に対応した高品質な個食化対応をすすめてまいります。さ

らに、“「食の取組み」５つの宣言”の深耕と定着に努めてまいります。 

商品粗利益率については、株式会社平和堂東海及び株式会社ヤナゲンストアーとの商品統合や情報

システムの活用によって引き続き改善をすすめてまいります。 

通期の当社グループの連結営業収益は4,080億円（前期比3.4％増）、連結経常利益は146億円（前期

比14.3％増）連結当期純利益は73億円（前期比216.3％増）を予定いたしております。 
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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 
 

  前連結会計年度 
(平成17年２月20日) 

当連結会計年度 
(平成18年２月20日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金   13,624   11,030  

 ２ 受取手形及び売掛金   5,473   5,689  

 ３ 営業貸付金   6,552   6,349  

 ４ 有価証券   371   50  

 ５ たな卸資産   20,087   20,552  

 ６ 繰延税金資産   1,254   1,125  

 ７ その他   2,320   2,765  

 ８ 貸倒引当金   △434   △406  

   流動資産合計   49,248 18.1  47,157 17.3 

Ⅱ 固定資産        

 (1) 有形固定資産 ※１       

  １ 建物及び構築物 ※３  85,766   84,074  

  ２ 土地 ※３  81,083   81,272  

  ３ 建設仮勘定   507   985  

  ４ その他   5,101   4,793  

    有形固定資産合計   172,458 63.5  171,126 63.0 

 (2) 無形固定資産        

  １ 借地権他   5,981   6,402  

  ２ 連結調整勘定   4   0  

    無形固定資産合計   5,986 2.2  6,402 2.4 

 (3) 投資その他の資産        

  １ 投資有価証券 ※２  5,216   7,415  

  ２ 長期貸付金   5,494   5,040  

  ３ 差入敷金及び保証金 ※３  27,021   27,370  

  ４ 繰延税金資産   3,089   3,191  

  ５ その他   4,220   5,031  

  ６ 貸倒引当金   △1,219   △903  

    投資その他の資産合計   43,825 16.2  47,145 17.3 

   固定資産合計   222,270 81.9  224,674 82.7 

   資産合計   271,519 100.0  271,832 100.0 
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  前連結会計年度 

(平成17年２月20日) 
当連結会計年度 

(平成18年２月20日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

 １ 支払手形及び買掛金   24,359   25,335  

 ２ 短期借入金 ※３  31,674   39,404  

 ３ 未払金及び未払費用   8,261   9,083  

 ４ 未払法人税等   2,412   2,829  

 ５ 未払消費税等   815   820  

 ６ 商品券及び友の会会員 
   預り金   13,086   11,482  

 ７ 賞与引当金   1,643   1,254  

 ８ ポイントカード引当金   4,964   5,318  

 ９ 設備関係支払手形   1,854   3,533  

 10 その他   5,202   5,378  

   流動負債合計   94,273 34.7  104,440 38.4 

Ⅱ 固定負債        

 １ 長期借入金 ※３  65,607   50,549  

 ２ 退職給付引当金   6,330   7,446  

 ３ 預り敷金及び保証金   12,717   13,458  

 ４ 連結調整勘定   －   9  

 ５ 繰延税金負債   37   75  

 ６ その他 ※３  593   560  

   固定負債合計   85,287 31.4  72,100 26.5 

   負債合計   179,561 66.1  176,540 64.9 

(少数株主持分)        

  少数株主持分   2,179 0.8  2,452 0.9 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※５  11,614 4.3  11,614 4.3 

Ⅱ 資本剰余金   19,017 7.0  19,017 7.0 

Ⅲ 利益剰余金   57,885 21.3  58,990 21.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,183 0.4  2,535 0.9 

Ⅴ 為替換算調整勘定   249 0.1  908 0.3 

Ⅵ 自己株式 ※６  △171 △0.0  △227 △0.0 

   資本合計   89,778 33.1  92,839 34.2 

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計   271,519 100.0  271,832 100.0 
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

（営業収益）   375,754   394,620  

Ⅰ 売上高   353,288 100.0  370,657 100.0 
Ⅱ 売上原価   248,988 70.5  260,868 70.4 
   売上総利益   104,299 29.5  109,788 29.6 
Ⅲ 営業収入        
 １ 不動産賃貸収入  10,174   11,167   
 ２ その他の営業収入  12,292 22,466 6.4 12,795 23,962 6.5 
   営業総利益   126,765 35.9  133,751 36.1 
Ⅳ 販売費及び一般管理費        
 １ 販売諸経費  20,298   21,223   
 ２ 給料及び手当  46,848   49,106   
 ３ 賞与引当金繰入額  1,679   2,367   
 ４ 退職給付費用  1,069   1,068   
 ５ 賃借料  13,637   14,450   
 ６ 減価償却費  9,003   8,925   
 ７ 連結調整勘定償却  5   4   
 ８ その他  21,913 114,456 32.4 23,793 120,940 32.6 
   営業利益   12,309 3.5  12,811 3.5 
Ⅴ 営業外収益        
 １ 受取利息  342   260   
 ２ 債務勘定整理益  178   179   
 ３ その他  685 1,206 0.4 775 1,214 0.3 
Ⅵ 営業外費用        
 １ 支払利息  1,373   1,090   
 ２ その他  221 1,595 0.5 166 1,257 0.3 
   経常利益   11,920 3.4  12,768 3.4 
Ⅶ 特別利益        
 １ 固定資産売却益 ※１ 41   263   
 ２ 貸倒引当金戻入益  17   4   
 ３ 移転補償金  ―   108   
 ４ その他  6 65 0.0 7 383 0.1 
Ⅷ 特別損失        
 １ 固定資産除却損 ※２ 319   833   
 ２ 固定資産売却損 ※３ 267   0   
 ３ 投資有価証券評価損  ―   252   
 ４ ポイントカード引当 
   金繰入額 

 12   ―   

 ５ 退職給付会計基準 
   変更時差異償却  512   512   

 ６ 営業権償却 ※４ 2,646   ―   
 ７ 減損損失 ※５ ―   4,730   
 ８ その他  377 4,135 1.2 210 6,540 1.8 
   税金等調整前 
   当期純利益 

  7,850 2.2  6,611 1.7 

   法人税、住民税 
   及び事業税  4,741   5,059   

   法人税等調整額  △1,478 3,262 0.9 △850 4,208 1.1 
   少数株主利益   290 0.1  93 0.0 
   当期純利益   4,297 1.2  2,308 0.6 
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③ 【連結剰余金計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   19,017  19,017 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   19,017  19,017 

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   54,791  57,885 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 １ 当期純利益  4,297  2,308  

 ２ 連結子会社増加に伴う 
利益剰余金増加高  0 4,298 ― 2,308 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １ 配当金  1,168  1,167  

 ２ 役員賞与  36  36  

   (うち監査役分)  ( 2) 1,204 ( 3) 1,203 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   57,885  58,990 
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
１ 税金等調整前当期純利益  7,850 6,611 
２ 減価償却費  9,003 8,925 
３ 減損損失  － 4,730 
４ 営業権償却  2,646 － 
５ 退職給付引当金の増減額  1,554 681 
６ ポイントカード引当金の増減額  414 353 
７ 受取利息  △342 △260 
８ 支払利息  1,373 1,090 
９ 投資有価証券評価損  － 252 
10 固定資産売却損  267 0 
11 固定資産除却損  319 833 
12 固定資産売却益  △41 △263 
13 営業貸付金の増減額  △63 202 
14 売上債権の増減額  △372 18 
15 たな卸資産の増減額  △302 307 
16 その他営業資産の増減額  145 △241 
17 仕入債務の増減額  1,854 △248 
18 未払金の増減額  869 △182 
19 預り金の増減額  3,006 △2,023 
20 預り敷金及び保証金の増減額  7 △375 
21 その他  △297 △413 
   小計  27,892 19,998 
22 利息及び配当金の受取額  371 286 
23 利息の支払額  △1,399 △937 
24 法人税等の支払額  △5,366 △4,654 
  営業活動によるキャッシュ・フロー  21,498 14,693 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
１ 定期預金の預入による支出  △32 － 
２ 定期預金の払戻による収入  22 20 
３ 有価証券・投資有価証券の取得による支出  △67 △123 
４ 有価証券・投資有価証券の売却による収入  2 － 
５ 有形・無形固定資産の取得による支出  △9,681 △8,353 
６ 有形・無形固定資産の売却による収入  242 327 
７ 連結範囲変更に伴う子会社株式取得による収入 ※２ － 372 
８ 長期前払費用にかかる支出  △135 △355 
９ 差入敷金及び保証金にかかる支出  △505 △419 
10 差入敷金及び保証金の回収による収入  788 1,916 
11 その他  △190 △1,478 
  投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,557 △8,093 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
１ 短期借入金の純増減額  △501 △4,638 
２ 長期借入れによる収入  23,200 19,131 
３ 長期借入金の返済による支出  △28,765 △22,973 
４ 社債の償還による支出  △1,000 － 
５ 配当金の支払額  △1,168 △1,167 
６ その他  △38 △56 
  財務活動によるキャッシュ・フロー  △8,274 △9,704 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △29 210 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  3,637 △2,894 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  10,174 13,812 

連結範囲変更による現金及び現金同等物の増加額  0 － 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 13,812 10,917 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社は、下記の19社であり
ます。 
㈱エール ㈱ファイブスター ㈱
ベストーネ ㈱平和堂友の会 ㈱
ナショナルメンテナンス ㈱ダイ
レクト・ショップ 八日市駅前商

業開発㈱ 南彦根都市開発㈱ 加
賀コミュニティプラザ㈱ 湖南平
和堂実業有限公司 舞鶴流通産業
㈱ 湖南平和物業発展有限公司 
㈱ユーイング ㈱グランドデュー
クホテル ㈱シー・オー・エム 

武生駅北パーキング㈱ 福井南部
商業開発㈱ 富山フューチャー開
発㈱ ㈱平和堂東海 

  ㈱平和堂東海については、重要性
が増したため、当連結会計年度中
より連結の範囲に含めておりま

す。なお、同社は㈲グリーンから
組織及び社名変更したものであり
ます。 

(1) 連結子会社は、下記の21社であり
ます。 
㈱エール ㈱ファイブスター ㈱
ベストーネ ㈱平和堂友の会 ㈱
ナショナルメンテナンス ㈱ダイ
レクト・ショップ 八日市駅前商

業開発㈱ 南彦根都市開発㈱ 加
賀コミュニティプラザ㈱ 湖南平
和堂実業有限公司 舞鶴流通産業
㈱ 湖南平和物業発展有限公司 
㈱ユーイング ㈱グランドデュー
クホテル ㈱シー・オー・エム 

武生駅北パーキング㈱ 福井南部
商業開発㈱ 富山フューチャー開
発㈱ ㈱平和堂東海 ㈱ヤナゲン 
㈱ヤナゲンストアー 
㈱ヤナゲン及び㈱ヤナゲンストア
ーについては、当連結会計年度中

に株式を取得したことにより連結
の範囲に含めております。 

 
 (2) 非連結子会社は、㈱ベル他２社で

あります。 

  なお、当連結会計年度中に㈲グリ
ーン１社が減少いたしました。 

(2) 非連結子会社は、㈱ベル他２社で
あります。 

  なお、当連結会計年度中に東近畿
地域スパー本部㈱が減少いたしま
した。また、当連結会計年度中に
㈱ヤナゲン友の会が増加いたしま
した。 

 (3) 非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、
当期純利益(持分に見合う額)及び
利益剰余金(持分に見合う額)等
は、いずれも連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないため、連
結の範囲から除外しております。 

(3) 非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、
当期純利益(持分に見合う額)及び
利益剰余金(持分に見合う額)等
は、いずれも連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないため、連
結の範囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法を適用していない非連結子
会社は、㈱ベル他２社でありま
す。 

  なお、当連結会計年度中に㈲グリ
ーン１社が減少いたしました。 

(1) 持分法を適用していない非連結子
会社及び関連会社は、㈱ベル他３
社であります。 
なお、当連結会計年度中に東近
畿地域スパー本部㈱が減少いたし
ました。また、当連結会計年度中

に㈱ヤナゲン友の会他１社が増加
いたしました。 

 (2) 持分法を適用していない非連結子
会社は、連結純利益及び利益剰余
金等に及ぼす影響が軽微であり、
かつ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外し
ております。 

(2) 持分法を適用していない非連結子
会社及び関連会社は、当期純利益
及び利益剰余金等に及ぼす影響が
軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範
囲から除外しております。 
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 前連結会計年度 当連結会計年度 

３ 連結子会社の事業年度に
関する事項 

(1) 連結子会社のうち決算日が連結決
算日と異なる子会社は、下記の３

社であります。 
湖南平和堂実業 
有限公司 12月31日

湖南平和物業発展 
有限公司 12月31日

福井南部商業開発㈱ ３月31日
 

(1) 連結子会社のうち決算日が連結決
算日と異なる子会社は、下記の５

社であります。 
湖南平和堂実業 
有限公司 12月31日

湖南平和物業発展 
有限公司 12月31日

㈱ヤナゲン ２月28日
㈱ヤナゲンストアー ２月28日
福井南部商業開発㈱ ３月31日

 
 (2) 上記のうち、福井南部商業開発㈱

は、平成17年１月31日で仮決算を
した上で連結しております。その
他２社は、各社の決算財務諸表に
基づき連結しております。尚、当
該会社の決算日と連結決算日との
間に生じた重要な取引については

必要な調整を行っております。 

(2) 上記のうち、福井南部商業開発㈱

は、平成18年１月31日で仮決算を
した上で連結しております。その
他４社は、各社の決算財務諸表に
基づき連結しております。尚、当
該会社の決算日と連結決算日との
間に生じた重要な取引については

必要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事
項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

 (イ)有価証券 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基
づく時価法(評価差額は
全部資本直入法により処
理し、売却原価は移動平
均法により算定) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

 (イ)有価証券 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 

…左に同じであります。 

     時価のないもの 
…移動平均法による原価法 

    時価のないもの 
…左に同じであります。 

  (ロ)デリバティブ 
   時価法 

 (ロ)デリバティブ 
   左に同じであります。 

  (ハ)たな卸資産 
   主として売価還元低価法により

評価しております。 

 (ハ)たな卸資産 
   左に同じであります。 
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 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の
方法 

 (イ)親会社及び国内子会社 
   固定資産の減価償却の方法 
   有形固定資産…定率法 
   ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備
を除く)については、定額法を

採用しております。なお、主な
耐用年数は以下のとおりであり
ます。 
 建物 ８～39年
 構築物 10～20年
 器具備品 ３～10年

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の
方法 

 (イ)親会社及び国内子会社 
   左に同じであります。 

    無形固定資産…定額法 
   ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内におけ
る利用可能期間(５年)に基づく
定額法 

   無形固定資産…定額法 
   左に同じであります。  

  (ロ)在外子会社 

   所在地国の会計基準の規定に基
づく定額法を採用しておりま
す。 

 (ロ)在外子会社 

   左に同じであります。 

  (ハ)少額減価償却資産 
   親会社 
   取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年均等
償却する方法を採用しておりま
す。 

 (ハ)少額減価償却資産 
   親会社 
   左に同じであります。 

    子会社 
   取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、支払時に

全額費用処理しております。 

   子会社 
   左に同じであります。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
 (イ)貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 
 (イ)貸倒引当金 
   左に同じであります。 

  (ロ)賞与引当金 
   従業員に対して支給する賞与に

あてるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

 (ロ)賞与引当金 
   左に同じであります。 
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 前連結会計年度 当連結会計年度 

  (ハ)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しておりま
す。 

   なお、会計基準変更時差異につ
いては、親会社及び連結子会社

の㈱ファイブスターについては
５年による按分額を費用処理し
ております。㈱エール他５社は
会計基準変更時差異額について
は、一時の費用として処理して
おります。 

   過去勤務債務は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(13年)による定額
法により費用処理することとし
ております。 

   数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(13年)による
定額法により翌連結会計年度か
ら費用処理することとしており
ます。  

 (ハ)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しておりま
す。 

   なお、会計基準変更時差異につ
いては、親会社及び連結子会社

の㈱ファイブスターについては
５年による按分額を費用処理し
ております。 

   過去勤務債務は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(13年)による定額

法により費用処理することとし
ております。 

   数理計算上の差異は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(13年)による
定額法により翌連結会計年度か

ら費用処理することとしており
ます。  

 (ニ)ポイントカード引当金 

ポイントカードにより顧客に付与
したポイントの使用に備えるた
め、当連結会計年度末において将
来使用されると見込まれる額を計
上しております。 

(ニ)ポイントカード引当金 

左に同じであります。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準 
  外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理し
ております。 

  なお、在外子会社の資産及び負債

は在外子会社の決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、収益及
び費用は期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は資本の部に
おける為替換算調整勘定に含めて
おります。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準 
  左に同じであります。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 
  左に同じであります。 
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 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 
 (イ)ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっておりま
す。但し、金利スワップの特例
処理の要件を満たす金利スワッ
プ等については、特例処理によ
っております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 
 (イ)ヘッジ会計の方法 

   左に同じであります。 

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：デリバティブ取引
(金利スワップ取
引) 

   ヘッジ対象：変動金利建ての借
入金利息 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：デリバティブ取引
(金利スワップ取
引及び為替予約取
引) 

   ヘッジ対象：変動金利建ての借
入金利息及び外貨

建予定取引 
  (ハ)ヘッジ方針 

   当社の内規に基づき、借入金利
息の金利変動リスクを回避する
目的で、変動金利建ての借入金
に対して、金利スワップ等のデ

リバティブ取引でキャッシュ・
フローヘッジを行っておりま
す。 

 (ハ)ヘッジ方針 
   当社の内規に基づき、借入金利

息の金利変動リスクを回避する
目的で、変動金利建ての借入金
に対して、金利スワップ等のデ

リバティブ取引でキャッシュ・
フローヘッジを行っておりま
す。又、為替予約相場変動リス
クを回避する目的で、外貨建予
定取引に対して為替予約を締結
しております。 

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 
   ヘッジ手段の指標金利と、ヘッ

ジ対象の指標金利との変動幅に
ついて相関性を求めることによ
り行っております。 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 
   ヘッジ手段の指標金利と、ヘッ

ジ対象の指標金利との変動幅に
ついて相関性を求めることによ
り行っています。又予定取引に
ついては為替予約を付している

ため、その後の為替相場の変動
による相関関係は確保されてお
り、その判定をもって有効性の
判定に代えております。（当期
末における有効性の評価を省略
しております。） 

 (7) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

  消費税等の処理方法 
   税抜方式によっております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

  消費税等の処理方法 
   左に同じであります。 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ
いては、全面時価評価法を採用してお

ります。 

左に同じであります。 

６ 連結調整勘定の償却に関
する事項 

連結調整勘定の償却については、５年
間の均等償却を行っております。 

左に同じであります。 
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 前連結会計年度 当連結会計年度 

７ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益
処分について連結会計年度中に確定し
た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

左に同じであります。 

８ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金(現金及び現金同等物)は、手許
現金、要求払預金及び容易に換金可能
であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３
ヶ月以内に満期日または償還期限の到
来する投資からなっております。 

左に同じであります。 
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表示方法の変更 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
１．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の

増減額」及び「預り金の増減額」は、前連結会計年
度は「その他」に含めて表示しておりましたが、金
額的重要性が増したため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい
る「未払金の増減額」及び「預り金の増減額」はそ
れぞれ△987百万円及び427百万円であります。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用
の増減額」は、当連結会計年度において金額的重要
性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。 
 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい
る「未払費用の増減額」は249百万円であります。 

―――――― 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基
準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会
計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指
針第６号）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益が113百万円増加し、税
金等調整前当期純利益が4,499百万円減少しております。 
 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務
諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお
ります。  

 

追加情報 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

――――――  「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律
第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月
１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導
入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい
ての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付
加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費
に計上しております。 
 この結果、販売費及び一般管理費が295百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益
が、295百万円減少しております。 
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連結財務諸表注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

※１ 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は
116,572百万円であります。 

※１ 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は
122,700百万円であります。 

  
※２ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 20百万円
 

※２ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま
す。 

投資有価証券(株式) 72百万円
 

  
※３ 担保資産及び担保付き債務 
   担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。 
建物及び構築物  37,995百万円

土地  20,276 
差入敷金及び保証金  57 

計  58,329 
 

※３ 担保資産及び担保付き債務 
   担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。 
建物及び構築物  36,616百万円

土地  18,108 
差入敷金及び保証金  57 

計  54,783 
 

 
 

   上記に対応する債務は、次のとおりであります。 
短期借入金  3,100百万円
長期借入金  22,041 

固定負債「その他」  31 

計  25,173 
 

   上記に対応する債務は、次のとおりであります。 
短期借入金  3,377百万円
長期借入金  19,455 

固定負債「その他」  19 

計  22,852 
 

  
 ４ 偶発債務 

差入保証金返還請求権の 
譲渡に対する保証 4,215百万円

仕入先に対する保証 146 
 

 ４ 偶発債務 
差入保証金返還請求権の 
譲渡に対する保証 4,215百万円

仕入先に対する保証 122 
 

  
 ※５  当社の発行済株式総数は、普通株式58,546,470

株であります。 
 ※５  当社の発行済株式総数は、普通株式58,546,470

株であります。 
  
 ※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

155,808株であります。 
 ※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

186,158株であります。 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

※１ この内訳は次のとおりであります。 
土地 30百万円
建物及び構築物 
その他 

10 
1 

計 41 
 

※１ この内訳は次のとおりであります。 
土地 225百万円
建物及び構築物 
その他 

16 
21 

計 263 
 

  
※２ この内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 209百万円
無形固定資産 
その他 

30 
80 

計 319 
 

※２ この内訳は次のとおりであります。 
建物及び構築物 726百万円
無形固定資産 
その他 

20 
86 

計 833 
 

  
※３ この内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 265百万円
その他 1 

計 267 

 
 

※３ この内訳は次のとおりであります。 
建物及び構築物 －百万円
その他 0 

計 0 
 

※４ ㈱グランドタマコシの店舗の営業譲受による営
業権を一括償却したものであります。なお、当
中間連結会計期間においては５年間での均等償
却を行っておりましたが、超過収益力の見直し
及び財務の健全性のために一括償却いたしまし

た。 

※４       ――――――― 

※５       ――――――― ※５当社グループは、以下の資産グループについて減
損損失を計上いたしました。 

用途 種類 場所 

店舗 建物及び構築物、
土地、無形固定資
産、リース資産等 

滋賀県、福井県、石川
県、富山県、岐阜県、
奈良県及び京都府 

賃貸資産及
び遊休資産 

建物及び構築物、
土地等 

滋賀県、福井県、岐阜
県及び愛知県 

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗
を基本単位とし、店舗以外の賃貸用不動産及び遊休
不動産については、個別の物件毎にグルーピングし
ております。 

営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっ
ている店舗及び時価が著しく下落している遊休資産
について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失として特別損失を計上しておりま
す。 
減損損失の内訳は次のとおりであります。 

 店舗 
（百万円） 

賃借資産及び
遊休資産
（百万円） 

合計 
（百万円） 

建物及び構築物 1,601 221 1,822 

土地 1,819 720 2,540 

その他（注） 351 16 367 

合計 3,772 958 4,730 

(注）その他には無形固定資産、長期前払費用、リー
ス資産等が含まれております。 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

 なお、各資産の回収可能価額は、正味売却価額また
は使用価値により測定し、正味売却価額は、不動産
鑑定評価基準により評価しており、使用価値につい

ては、将来キャッシュ・フローを５％で割引いて算
定しております。 

 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
記載されている科目との関係は次のとおりでありま

す。 
現金及び預金勘定 13,624百万円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △132 

マネー・マネジメント 
・ファンド等 319 

現金及び現金同等物 13,812 
   

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
記載されている科目との関係は次のとおりでありま

す。 
現金及び預金勘定 11,030百万円 
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △112 

マネー・マネジメント 
・ファンド等 － 

現金及び現金同等物 10,917 
   

※２               ―――――― ※２株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 
   株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額
と取得のための収入（純額）との関係は次のとおり
であります。 

㈱ヤナゲン（平成17年９月１日現在） 

 流動資産 1,089百万円
 固定資産 2,897 
 流動負債 △2,011 

 固定負債 △1,955 
 ヤナゲン株式の取得価額 20 
 ヤナゲンの現金及び現金同等物 228 
 ヤナゲン取得のための収入 

 
208 

 ㈱ヤナゲンストアー（平成17年９月１日現在） 

 流動資産 547百万円
 固定資産 172 
 流動負債 △112 
 固定負債 △596 
 ヤナゲンストアー株式の取得価額 10 
 ヤナゲンストアーの現金及び現金同

等物 

174 

 ヤナゲンストアー取得のための収入 164 
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(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行っておりますので、本決算短信においては記載を省略しております。 

(有価証券関係) 

前連結会計年度(自平成16年２月21日 至平成17年２月20日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

有価証券 
 

区分 取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

①株式 2,446 4,456 2,010 

②その他 93 111 17 
(1) 連結貸借対照表

計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 2,540 4,568 2,027 

①株式 127 89 △37 

②その他 30 27 △3 

(2) 連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 小計 157 117 △40 

合計 2,698 4,685 1,987 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 非上場株式 
(店頭売買株式を除く) 

521 

 マネー・マネジメント・ 
ファンド 319 

 中期国債ファンド 0 

 その他 61 

 

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 
 

 １年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

  投資信託 － 85 17 35 

 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

2 0 1 
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当連結会計年度(自平成17年２月21日 至平成18年２月20日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

有価証券 
 

区分 取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

①株式 2,541 6,725 4,184 

②その他 124 210 85 
(1) 連結貸借対照表

計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 2,665 6,936 4,270 

①株式 103 87 △16 

②その他 － － － 

(2) 連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 小計 103 87 △16 

合計 2,769 7,023 4,254 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 非上場株式 318 

 その他 61 

 

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 
 

 １年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

  債券 1 60 － － 

  投資信託 45 43 － 35 

  合計 46 103 － 35 

 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

－ － － 
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(デリバティブ取引関係) 

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行っておりますので、本決算短信においては記載を省略しております。

(退職給付関係) 

前連結会計年度(自平成16年２月21日 至平成17年２月20日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

親会社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金制度及び退職一時金

制度を設けております。また、一部の国内連結子会社は、退職一時金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年２月20日) 

(1) 退職給付債務 △14,925百万円 

(2) 年金資産 7,726百万円 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △7,198百万円 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 512百万円 

(5) 未認識数理計算上の差異 2,155百万円 

(6) 未認識過去勤務債務(債務の減額) △1,799百万円 

(7) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6) △6,330百万円 

(8) 前払年金費用 ―百万円 

(9) 退職給付引当金(7)－(8) △6,330百万円 
  

 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成16年２月21日 至平成17年２月20日) 

(1) 勤務費用 821百万円 

(2) 利息費用 338百万円 

(3) 期待運用収益 △168百万円 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 512百万円 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 210百万円 

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △133百万円 

(7) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) 1,582百万円 
  

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率 2.5％ 

(3) 期待運用収益率 2.5％ 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 13年 

(5) 過去勤務債務の処理年数 13年 

(6) 会計基準変更時差異の処理年数  

当社及び㈱ファイブスター 

㈱エール他５社 

５年 

一括費用処理 
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当連結会計年度(自平成17年２月21日 至平成18年２月20日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

親会社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金制度及び退職一時金

制度を設けております。また、一部の国内連結子会社は、退職一時金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年２月20日) 

(1) 退職給付債務 △16,711百万円 

(2) 年金資産 9,724百万円 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △6,986百万円 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 ―百万円 

(5) 未認識数理計算上の差異 1,184百万円 

(6) 未認識過去勤務債務(債務の減額) △1,645百万円 

(7) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6) △7,446百万円 

(8) 前払年金費用 ―百万円 

(9) 退職給付引当金(7)－(8) △7,446百万円 
  

 

３ 退職給付費用に関する事項(自平成17年２月21日 至平成18年２月20日) 

(1) 勤務費用 861百万円 

(2) 利息費用 331百万円 

(3) 期待運用収益 △182百万円 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 512百万円 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 212百万円 

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △154百万円 

(7) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) 1,581百万円 
  

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率 2.0％～2.5％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％～2.5％ 

(4) 数理計算上の差異の処理年数 13年 

(5) 過去勤務債務の処理年数 13年 

(6) 会計基準変更時差異の処理年数  

当社及び㈱ファイブスター 

 

５年 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 
(平成17年２月20日) 

当連結会計年度 
(平成18年２月20日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳は次のとおりであります。 
繰延税金資産(流動) 
 賞与引当金繰入超過額 665百万円

 商品券販売否認 184 
 未払事業税等 235 
 貸倒引当金繰入超過額 
 その他 

52 
171 

 繰延税金資産(流動)小計 1,308 
 評価性引当額 △53 

 繰延税金資産(流動)合計 1,254 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳は次のとおりであります。 
繰延税金資産(流動) 
 賞与引当金繰入超過額 496百万円

 商品券販売否認 219 
 未払事業税等 261 
 貸倒引当金繰入超過額 
 その他 

51 
191 

 繰延税金資産(流動)小計 
繰延税金負債との相殺額 

1,220 
△6 

 評価性引当額 △89 
 繰延税金資産(流動)合計 
 

1,125 

 
繰延税金資産(固定) 
 貸倒引当金繰入超過額 562 

 退職給付引当金超過額 
 営業権償却超過額 

2,316 
855 

 減価償却超過額 113 
 ポイントカード引当金 1,011 

繰越欠損金 28 
 その他 171 

 繰延税金資産(固定)小計 5,060 
 繰延税金負債との相殺額 △1,888 
 評価性引当額 △82 

 繰延税金資産（固定）合計 3,089 
 

繰延税金資産(固定) 
 貸倒引当金繰入超過額 409 

 退職給付引当金超過額 
 営業権償却超過額 

2,893 
641 

 減価償却超過額 14 
 ポイントカード引当金 1,106 

繰越欠損金 
減損会計適用分 

450 
1,869 

 その他 274 

 繰延税金資産(固定)小計 7,660 
 繰延税金負債との相殺額 △2,724 
 評価性引当額 △1,744 

 繰延税金資産（固定）合計 3,191 
 

  
繰延税金負債(流動) 
 未収還付法人事業税 △6 
 繰延税金資産との相殺額 6 

 繰延税金負債（流動）合計 
 

― 

 
繰延税金負債(固定) 
 固定資産圧縮積立金 
 その他有価証券評価差額金 

△1,103 
△804 

 その他 △18 

 繰延税金負債(固定)小計 △1,926 
1,888  繰延税金資産との相殺額 

 繰延税金負債合計 △37 

 繰延税金資産(又は負債)の純額 4,306 

  
 

繰延税金負債(固定) 
 固定資産圧縮積立金 
 その他有価証券評価差額金 

△1,054 
△1,724 

 その他 △20 

 繰延税金負債(固定)小計 △2,799 
2,724  繰延税金資産との相殺額 

 繰延税金負債合計 △75 

 繰延税金資産(又は負債)の純額 4,241 

  
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であ
るため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率             40.4％ 
（調整） 

 評価性引当額 
住民税均等割等 

その他 
税効果会計適用後の法人税等負担率 

19.8 
2.7 

0.8 
63.7 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成16年２月21日 至平成17年２月20日) 
 

 小売 
(百万円) 

小売周辺 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 営業収益及び営業損益       

  営業収益       

 ① 外部顧客に 
   対する売上高 357,182 4,578 13,994 375,754 － 375,754 

 ② セグメント間の内部 
   取引高又は振替高 

2,291 24,748 49 27,089 (27,089) － 

計 359,473 29,327 14,043 402,844 (27,089) 375,754 

  営業費用 348,600 28,236 13,695 390,532 (27,087) 363,445 

  営業利益 10,873 1,090 347 12,311 (1) 12,309 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

  
 

    

  資産 253,691 43,419 4,777 301,888 (30,369) 271,519 

  減価償却費 7,280 1,425 298 9,003 (－) 9,003 

  資本的支出 11,567 50 363 11,981 (－) 11,981 

(注) １ 事業区分の方法は、グループの事業展開を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主要な内容は次のとおりであります。 
 (1) 小売事業…………総合小売業、専門店 
 (2) 小売周辺事業……製造・加工、商品取次、ビルメンテナンス、ディベロッパー 
 (3) その他事業………外食、アミューズメント、ホテル等 
３ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 
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当連結会計年度(自平成17年２月21日 至平成18年２月20日) 
 

 小売 
(百万円) 

小売周辺 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 営業収益及び営業損益       

  営業収益       

 ① 外部顧客に 
   対する売上高 375,583 4,809 14,227 394,620 － 394,620 

 ② セグメント間の内部 
   取引高又は振替高 

2,229 25,584 48 27,862 (27,862) － 

計 377,813 30,394 14,275 422,483 (27,862) 394,620 

  営業費用 366,576 29,118 13,981 409,677 (27,867) 381,809 

  営業利益 11,237 1,275 293 12,806 4 12,811 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

      

  資産 254,508 43,661 4,789 302,958 (31,126) 271,832 

  減価償却費 7,316 1,351 257 8,925 － 8,925 

  資本的支出 8,114 1,853 626 10,594 (77) 10,516 

(注) １ 事業区分の方法は、グループの事業展開を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主要な内容は次のとおりであります。 
 (1) 小売事業…………総合小売業、専門店 
 (2) 小売周辺事業……製造・加工、商品取次、ビルメンテナンス、ディベロッパー 
 (3) その他事業………外食、アミューズメント、ホテル等 
３ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成16年２月21日 至平成17年２月20日) 

全セグメントの売上高合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が

いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自平成17年２月21日 至平成18年２月20日) 

全セグメントの売上高合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が

いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自平成16年２月21日 至平成17年２月20日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自平成17年２月21日 至平成18年２月20日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自平成16年２月21日 至平成17年２月20日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自平成17年２月21日 至平成18年２月20日) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

１株当たり純資産額 1,536.93円
 

１株当たり純資産額 1,590.26円
 

１株当たり当期純利益 72.97円
 

１株当たり当期純利益 39.01円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株
式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株
式がないため記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下の通りであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

当期純利益 4,297百万円 2,308百万円 

普通株主に帰属しない金額 36百万円 31百万円 

（うち利益処分による役員賞与金） (36百万円) (31百万円)

普通株式に係る当期純利益 4,261百万円 2,277百万円 

普通株式の期中平均株式数 58,402千株 58,373千株 

 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自平成16年２月21日 至平成17年２月20日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自平成17年２月21日 至平成18年２月20日) 

該当事項はありません。 
 

販 売 の 状 況 
当連結会計年度における連結売上高の内訳は、次のとおりであります。          (単位：百万円） 

 
期  別 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月21日 
 至 平成17年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年２月21日 
 至 平成18年２月20日) 

区  分 金  額 構成比 ％ 金  額 構成比 ％ 

小 売 357,182 95.1 375,583 95.2 

小 売 周 辺 4,578 1.2 4,809 1.2 

そ の 他 13,994 3.7 14,227 3.6 

（ 外 食 ） （13,655） （3.6） （13,876） （3.5）

合   計 375,754 100.0 394,620 100.0 

 


