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平成１９年２月期  個別中間財務諸表の概要 
平成 18年 10 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.co.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 取締役財務部長     氏名 内田 則孝    ＴＥＬ (0749)23－3111 
決算取締役会開催日  平成 18年 10 月４日      配 当 支 払 開 始 日  平成 18年 11 月 1日 
単元株制度採用の有無  有（１単元 100 株） 
 
１．18 年 8月中間期の業績（平成 18年２月 21日～平成 18 年８月 20 日） 
(1) 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 

 
 18 年８月中間期 
 17 年８月中間期 

百万円   ％ 

173,719    3.9   
167,235    3.3   

百万円   ％ 

4,902   △3.2  
5,062     6.5  

百万円   ％ 

4,875   △3.5   
5,051    8.9   

 18 年２月期  343,650            10,988            10,928            
 
 

中 間 (当 期) 純 利 益 
1 株当たり中間 
(当期)純利益 

 
 18 年８月中間期 
 17 年８月中間期 

百万円   ％ 

2,967    ―    
△764    ―    

円  銭 

50.86     
△13.10     

 18 年２月期  2,565           43.47     
(注)1．期中平均株式数 18年８月中間期 58,353,058株 17 年８月中間期 58,381,670 株 18 年２月期58,373,549 株 
  2．会計処理の方法の変更   無 
  3．営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株当たり純資産 
 

 18 年８月中間期 
 17 年８月中間期 

百万円 

248,848  
243,506  

百万円 

91,528  
85,943  

％ 

36.8  
35.3  

円  銭 
1,568.65  
1,472.25  

 18 年２月期  240,034  89,541  37.3  1,533.82  
(注)1．期末発行済株式数 18年８月中間期 58,348,382 株 17 年８月中間期 58,375,902 株 18年２月期 58,360,312 株 

2．期末自己株式数    18 年８月中間期   198,088 株 17 年８月中間期   170,568 株  18年２月期   186,158株 

 
２．19 年２月期の業績予想（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 

通  期 
百万円 

358,000  
百万円 

12,800  
百万円 

6,600  
(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）   113円 11銭 
 
３．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円）  

 中間期末 期末 年間  

18 年２月期  10.00 10.00 20.00  

18 年８月期(実績) 10.00 ―  

19 年２月期(予想) ― 15.00 
25.00 

 
 
 ※ 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、中間決算短信（連結）の添付資料
６ページをご参照下さい。 
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 【中間財務諸表等】 

 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

  前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(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 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   11,574   8,908   5,421  

２ 売掛金   6,493   8,019   6,439  

３ 営業貸付金   6,470   6,230   6,349  

４ たな卸資産   15,705   16,820   16,642  

５ 繰延税金資産   932   926   903  

６ その他   2,278   2,276   2,095  

７ 貸倒引当金   △404   △371   △378  

流動資産合計   43,049 17.7  42,809 17.2  37,475 15.6 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※２          

１ 建物及び 
  構築物 

※１  54,069   53,129   53,564  

２ 土地 ※１  75,349   75,405   75,833  

３ 建設仮勘定   428   2,761   591  

４ その他   3,630   3,906   3,572  

有形固定資産 
合計 

  133,477 54.8  135,203 54.3  133,562 55.6 

(2) 無形固定資産   4,156 1.7  4,132 1.7  4,086 1.7 

(3) 投資その他の 
  資産           

１ 長期貸付金   5,137   5,026   5,036  

２ 差入敷金及び 
  保証金 

  39,425   42,478   39,196  

３ 繰延税金資産   2,911   2,651   2,667  

４ その他   16,377   17,368   19,033  

５ 貸倒引当金   △1,028   △852   △1,022  

投資その他の 
資産合計 

  62,823 25.8  66,673 26.8  64,910 27.1 

固定資産合計   200,456 82.3  206,009 82.8  202,559 84.4 

Ⅲ 繰延資産           

１ 社債発行費   ―   29   ―  

繰延資産合計   ―   29 0.0  ―  

資産合計   243,506 100.0  248,848 100.0  240,034 100.0 
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  前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(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 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形   388   400   473  

２ 買掛金   23,423   25,037   21,090  

３ 短期借入金 ※１  36,263   33,254   34,689  

４ 未払法人税等   1,859   1,917   2,344  

５ 預り金   12,161   12,881   9,488  

６ 賞与引当金   1,045   1,068   952  

７ ポイントカード 
  引当金   5,084   5,422   5,233  

８ 設備関係支払 
    手形 

  1,174   3,265   2,378  

９ その他 ※３  16,905   11,007   14,979  

流動負債合計   98,307 40.4  94,256 37.9  91,630 38.2 

           

Ⅱ 固定負債           
１ 新株予約権付 
  社債 

  ―   10,000   ―  

２ 長期借入金 ※１  38,818   32,640   38,256  

３ 退職給付引当金   5,252   5,592   5,578  

４ 預り敷金及び 
    保証金 

  14,743   14,520   14,633  

５ その他   440   311   393  

固定負債合計   59,254 24.3  63,064 25.3  58,862 24.5 

負債合計   157,562 64.7  157,320 63.2  150,492 62.7 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   11,614 4.8  ― ―  11,614 4.9 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  19,017   ―   19,017   

資本剰余金合計   19,017 7.8  ― ―  19,017 7.9 

Ⅲ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  2,168   ―   2,168   

(2) 任意積立金  51,931   ―   51,931   

(3) 中間未処理損失 
  (△)又は当期 
  未処分利益 

 △159   ―   2,587   

利益剰余金合計   53,940 22.2  ― ―  56,687 23.6 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,567 0.6  ― ―  2,450 1.0 

Ⅴ 自己株式   △195 △0.1  ― ―  △227 △0.1 

資本合計   85,943 35.3  ― ―  89,541 37.3 

負債・資本合計   243,506 100.0  ― ―  240,034 100.0 
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  前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(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 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ―   11,614 4.7  ―  

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   19,017   ―   

資本剰余金合計   ―   19,017 7.6  ―  

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   2,168   ―   

(2) その他 
  利益剰余金 

          

固定資産 
圧縮積立金 

 ―   1,511   ―   

別途積立金  ―   51,750   ―   

繰越利益 
剰余金 

 ―   3,613   ―   

利益剰余金合計   ―   59,043 23.7  ―  

４ 自己株式   ―   △253 △0.1  ―  

株主資本合計   ―   89,421 35.9  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金   ―   2,104   ―  

２ 繰延ヘッジ損益   ―   2   ―  

評価・換算差額 
等合計 

  ―   2,107 0.9  ―  

純資産合計   ―   91,528 36.8  ―  

負債・純資産 
合計 

  ― ―  248,848 100.0  ― ― 
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② 【中間損益計算書】 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

〔 営 業 収 益 〕   167,235   173,719   343,650  

           

Ⅰ 売上高   157,905 100.0  163,577 100.0  324,937 100.0 

Ⅱ 売上原価   116,274 73.6  121,323 74.2  239,166 73.6 

売上総利益   41,630 26.4  42,254 25.8  85,770 26.4 

Ⅲ 営業収入   9,330 5.9  10,141 6.2  18,713 5.8 

営業総利益   50,960 32.3  52,396 32.0  104,484 32.2 

Ⅳ 販売費及び 
    一般管理費 

  45,898 29.1  47,493 29.0  93,495 28.8 

営業利益   5,062 3.2  4,902 3.0  10,988 3.4 

Ⅴ 営業外収益 ※１  483 0.3  470 0.3  963 0.3 

Ⅵ 営業外費用 ※２  494 0.3  497 0.3  1,023 0.3 

経常利益   5,051 3.2  4,875 3.0  10,928 3.4 

Ⅶ 特別利益 ※３  127 0.1  659 0.4  360 0.1 

Ⅷ 特別損失 ※４  4,585 2.9  525 0.3  5,252 1.6 

税引前中間 
(当期)純利益 

  592 0.4  5,008 3.1  6,036 1.9 

法人税、住民税 
及び事業税  1,748   1,814   4,186   

法人税等調整額  △390 1,357 0.9 226 2,040 1.2 △716 3,470 1.1 

中間(当期) 
純利益又は 
中間純損失(△) 

  △764 △0.5  2,967 1.8  2,565 0.8 

前期繰越利益   605      605  

中間配当額   ―      583  

中間(当期) 
未処分利益又は 
中間未処理損失 
    （△) 

  △159      2,587  
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 
     

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金 

固定資産 
圧縮積立金 

別途積立金 繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年２月20日残高(百万円) 11,614 19,017 19,017 2,168 1,581 50,350 2,587 56,687 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △583 △583 

 役員賞与の支給額 ― ― ― ― ― ― △28 △28 

 中間純利益 ― ― ― ― ― ― 2,967 2,967 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 圧縮積立金の取崩 ― ― ― ― △69 ― 69 ― 

 別途積立金の積立 ― ― ― ― ― 1,400 △1,400 ― 

株主資本以外の項目の当期変動
額(百万円) 

― ― ― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― ― △69 1,400 1,026 2,356 

平成18年８月20日残高(百万円) 11,614 19,017 19,017 2,168 1,511 51,750 3,613 59,043 

 

株主資本 評価・換算差額等 
 

自己株式 株主資本合計 
その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ

損益 
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月20日残高(百万円) △227 87,091 2,450 ― 2,450 89,541 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当 ― △583 ― ― ― △583 

 役員賞与の支給額 ― △28 ― ― ― △28 

 中間純利益 ― 2,967 ― ― ― 2,967 

 自己株式の取得 △26 △26 ― ― ― △26 

 圧縮積立金の取崩 ― ― ― ― ― ― 

 別途積立金の積立 ― ― ― ― ― ― 

株主資本以外の項目の当期変動
額(百万円) 

― ― △345 2 △343 △343 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△26 2,329 △345 2 △343 1,986 

平成18年８月20日残高(百万円) △253 89,421 2,104 2 2,107 91,528 



ファイル名:110_a_0756000501811 更新日時:2006/09/29 19:18 印刷日時:06/10/02 14:24 

－ 42 － 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１ 有価証券の評価基
準及び評価方法 

(1) 子会社株式 
  移動平均法による原価

法 

(1) 子会社株式 
  左に同じであります。 

(1) 子会社株式 
  左に同じであります。 

 (2) その他有価証券 
  時価のあるもの 
   中間決算日の市場価

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) 

(2) その他有価証券 
  時価のあるもの 

左に同じでありま
す。 

(2) 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) 

   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。 

  時価のないもの 
左に同じでありま
す。 

    
２ デリバティブ等の

評価基準及び評価
方法 

時価法   左に同じであります。   左に同じであります。 

    
３ たな卸資産の評価

基準及び評価方法 
商品 
 売価還元低価法 
 ただし生鮮食品は最終仕
入原価法 

  左に同じであります。   左に同じであります。 

 貯蔵品 
 最終仕入原価法 

  左に同じであります。   左に同じであります。 

    
４ 固定資産の減価償

却の方法 
(1) 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 

 

(1) 有形固定資産 
  ……定率法 
  左に同じであります。 

(1) 有形固定資産 
  ……定率法 
  左に同じであります。 

 (2) 無形固定資産 
  ……定額法 
  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)により償却し
ております。 

  営業権については、商
法施行規則に規定する
最長期間(５年間)にわ
たり均等償却しており
ます。 

(2) 無形固定資産 
  ……定額法 
  左に同じであります。 

(2) 無形固定資産 
  ……定額法 
  左に同じであります。 
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 (3) 長期前払費用 
  ……定額法 
(4) 少額減価償却資産 
  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。 

(3) 長期前払費用 
  ……定額法 
(4) 少額減価償却資産 
  左に同じであります。 

(3) 長期前払費用 
  ……定額法 
(4) 少額減価償却資産 
  左に同じであります。 

    
５ 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、中
間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。 

  左に同じであります。 外貨建金銭債権債務は、期
末日の直物等為替相場によ
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。 

    
６ 繰延資産の処理方

法 
――― 社債発行費 

 償還期間（５年）で定額  
法により償却する方法
を採用しております。 

――― 

    
７ 引当金の計上基準 (1) 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。 

(1) 貸倒引当金 
  左に同じであります。 

(1) 貸倒引当金 
  左に同じであります。 

 (2) 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。 

(2) 賞与引当金 
  左に同じであります。 

(2) 賞与引当金 
  左に同じであります。 

 (3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度
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、当中間会
計期間末において発生
していると認められる
額を計上しておりま
す。 

  なお、会計基準変更時
差異については、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
定額法により按分した
額を費用処理しており
ます。 

(3) 退職給付引当金 
  左に同じであります。 

(3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお
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、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
定額法により按分した
額を費用処理しており
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 
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 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期
から費用処理すること
としています。 

 の一定の年数(13年)に
よる定額法により翌期
から費用処理すること

としています。 

 (4) 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、当中間期末におい
て将来使用されると見
込まれる額を計上して
おります。 

(4) ポイントカード引当金 
  左に同じであります。 

(4) 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、当期末において将
来使用されると見込ま
れる額を計上しており
ます。 

    
８ 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。 

  左に同じであります。   左に同じであります。 

    
９ ヘッジ会計の方法 (1) 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。 

(1) ヘッジ会計の方法 
  左に同じであります。 

(1) ヘッジ会計の方法 
  左に同じであります。 

 (2) 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) 

(2) 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) 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 
  ヘッジ手段： 
  左に同じであります。 

   ヘッジ対象：変動金利

建ての借入金利息 

  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 

  ヘッジ対象： 

  左に同じであります。 

 (3) 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。 

(3) 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。また、為替 

(3) ヘッジ方針 
  左に同じであります。 
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

  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。 

 

 (4) 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。 

(4) 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。また、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。（当中
間期末における有効性

の評価を省略しており
ます。） 

(4) 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。また、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。） 

    
10 その他中間財務諸

表(財務諸表)作成
のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理方法 
税抜方式によっておりま
す。 

消費税等の会計処理方法 
左に同じであります。 

消費税等の会計処理方法 
左に同じであります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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。 
 これにより税引前中間純利益が
3,939百万円減少しております。 
 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に
基づき当該各資産の金額から直接控
除しております。 
 
 
 

 
 
 

―――― 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

―――― 
 

 
 
 
 
 
 

―――― 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示に      

関する会計基準） 
 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準第５
号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指 
針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）を適用しております。 
 従来の資本の部の合計に相当する
金額は91,525百万円であります。 
 なお、中間財務諸表等規則の改正
により当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
より作成しております。 
 
（役員賞与に関する会計基準） 
 当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準
委員会 平成17年11月29日 企業会
計基準第４号）を適用しておりま
す。これによる損益に与える影響は
ありません。 
 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「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）が平成
16年3月31日に終了する事業年度に
係る財務諸表から適用できることに
なったことに伴い、当事業年度から
同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。 
 これにより営業利益、経常利益が
23百万円増加し、税引前当期純利益
が4,136百万円減少しております。 
 なお、減損損失累計額について
は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し
ております。 
 

―――― 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

―――― 
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追加情報 
 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

「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、当中間会計期間から「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130百万円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前中間純利益が、
130百万円減少しております。 

―――― 「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、当事業年度から「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269百万円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前当期純利益が、
269百万円減少しております。 
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中間財務諸表注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

※１ 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  13,850百万円

土地  15,354 

計  29,204 
 

※１ 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  12,047百万円

土地  13,621 

計  25,668 
 

※１ 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  12,498百万円

土地  13,621 

計  26,120 
 

   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  1,191百万円
長期借入金  9,902 
湖南平和堂実
業有限公司の
銀行借入に係
る保証債務 

 602 
(5,454千US$) 

計  11,697 
 

   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  1,309百万円
長期借入金  8,919 
湖南平和堂実
業有限公司の
銀行借入に係
る保証債務 

 211 
(1,818千US$) 

計  10,440 
 

   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  1,309百万円
長期借入金  9,494 
湖南平和堂実
業有限公司の
銀行借入に係
る保証債務 

 429 
(3,636千US$) 

計  11,234 
 

※２ 有形固定資産から控除した減
価償却累計額 

101,167百万円
 

※２ 有形固定資産から控除した減
価償却累計額 

105,240百万円
 

※２ 有形固定資産から控除した減
価償却累計額 

103,190百万円
 

※３ 流動負債のその他  ※３ 流動負債のその他 ※３ 流動負債のその他 
   仮払消費税等相殺後の次の仮

受消費税等が含まれておりま
す。 

690百万円
 

   仮払消費税等相殺後の次の仮
受消費税等が含まれておりま
す。 

618百万円
 

――― 

  ４ 偶発債務 
   銀行債務及び差入保証金返還

請求権の譲渡に対する保証 

  ４ 偶発債務 
   銀行債務及び差入保証金返還

請求権の譲渡に対する保証 

  ４ 偶発債務 
   銀行債務及び差入保証金返還

請求権の譲渡に対する保証 
富山フューチャー 
開発㈱ 

4,363百万円

綾羽㈱ 4,215 

南彦根都市開発㈱ 2,454 

湖南平和堂実業 
有限公司 

934 

(8,454千US$)

八日市駅前 
商業開発㈱ 

1,545 

加賀コミュニティ 
プラザ㈱ 

1,610 

福井南部商業開発㈱ 683 

武生駅北 
パーキング㈱ 

529 

㈱エール 490 

計 16,825 
 

富山フューチャー 
開発㈱ 

3,850百万円

綾羽㈱ 4,014 

南彦根都市開発㈱ 2,171 

㈱ヤナゲン 1,486 

加賀コミュニティ 
プラザ㈱ 

1,451 

八日市駅前 
商業開発㈱ 

1,315 

福井南部商業開発㈱ 597 

湖南平和堂実業 
有限公司 

559 

(4,818千US$)
武生駅北 
パーキング㈱ 

480 

㈱エール 385 

計 16,311 
 

富山フューチャー 
開発㈱ 

4,065百万円

綾羽㈱ 4,215 

南彦根都市開発㈱ 2,313 

八日市駅前商業 
開発㈱ 

1,430 

加賀コミュニティ 
プラザ㈱ 

1,530 

湖南平和堂実業 
有限公司 

784 

(6,636千US$)

㈱ヤナゲン 806 

福井南部商業開発㈱ 640 

武生駅北 
パーキング㈱ 

504 

㈱エール 400 

計 16,690 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

※１ 営業外収益の内訳 
受取利息 141百万円
その他 341 
計 483 

 

※１ 営業外収益の内訳 
受取利息 174百万円
その他 295 
計 470 

 

※１ 営業外収益の内訳 
受取利息 275百万円
その他 687 
計 963 

 
※２ 営業外費用の内訳 

支払利息 436百万円
その他 57 
計 494 

 

※２ 営業外費用の内訳 
支払利息 416百万円
その他 81 
計 497 

 

※２ 営業外費用の内訳 
支払利息 874百万円
その他 149 
計 1,023 

 
※３ 特別利益の内訳 

固定資産売却益 18百万円
その他 108 
計 127 

 

※３ 特別利益の内訳 
投資有価証券 
売却益 

489百万円

貸倒引当金 
戻入益 

170 

計 659 
 

※３特別利益の内訳 
固定資産売却益 246百万円
その他 113 
計 360 

 

※４ 特別損失の内訳 
  固定資産除却損 

建物 56百万円
構築物 14 
器具備品 13 
その他 20 
小計 103 

  固定資産売却損 
その他 0 
小計 0 

 

※４ 特別損失の内訳 
  固定資産除却損 

建物 159百万円
構築物 1 
器具備品 29 
その他 0 
小計 191 

  固定資産売却損 
その他 65 
小計 65 

 

※４ 特別損失の内訳 
  固定資産除却損 

建物 233百万円
構築物 ― 
器具備品 63 
その他 38 
小計 334 

  固定資産売却損 
器具備品 0 
小計 0 

 
退職給付会計 
基準変更時差異 
償却 

245 

投資有価証券 
評価損 

209 

減損損失 4,013 
その他 14 
計 4,585 
当社は、以下の資産グループに
ついて減損損失を計上いたして
おります。 

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 

及び 

富山県 

賃貸資産

及び遊休

資産 

建物及び構築

物、土地等 

滋賀県 

及び 

福井県 

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。 

退職給付会計 
基準変更時差異 
償却 

― 

投資有価証券 
評価損 

― 

減損損失 269 
計 525 
  
当社は、以下の資産グループに
ついて減損損失を計上いたして
おります。 

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 

 

賃貸資産 建物及び構築

物、土地等 

滋賀県 

 

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。 

退職給付会計 
基準変更時差異 
償却 

491 

投資有価証券 
評価損 

252 

減損損失 4,160 
その他 13 
計 5,252 
当社は、以下の資産グループに
ついて減損損失を計上いたして
おります。 

 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 
及び 
富山県 

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-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。 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

減損損失の内訳は次の通りであ
ります。 

減損損失の内訳は次の通りであ
ります。 

減損損失の内訳は次の通りであ
ります。 

 店舗 
賃貸資産 

及び 
遊休資産 

合計 

 (百万円) (百万円) (百万円) 
建物及び 
構築物 

1,222 94 1,316 

土地 1,825 715 2,540 

その他(注) 156 1 157 

合計 3,203 810 4,013 
 

 店舗 賃貸資産 合計 

 (百万円) (百万円) (百万円) 
建物及び 
構築物 

9 149 159 

土地 16 78 94 

その他(注) 2 12 15 

合計 28 241 269 
 

 店舗 
賃貸資産 

及び 
遊休資産 

合計 

 (百万円) (百万円) (百万円) 
建物及び 
構築物 

1,219 221 1,440 

土地 1,819 720 2,540 

その他(注) 163 16 179 

合計 3,202 958 4,160 
 

（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。 

（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。 

（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。 

 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。 

 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。 

 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。 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 2,675百万円
無形固定資産 102 
計 2,777 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 2,714百万円
無形固定資産 115 
計 2,830 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 5,653百万円
無形固定資産 214 
計 5,868 

 
 

(中間株主資本等変動計算書関係) 
 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

――― 自己株式の種類及び株式数に関する
事項 

株式の種類 
普通株式 
 （株） 

前事業年度末 186,158 

増加 11,930 

減少 ― 

当中間会計期間末 198,088 
 

――― 

  （注）普通株式の自己株式の増加
11,930株は単位未満株式の
買取りによる増加でありま
す。 
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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、本中間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) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはありません。 
 

(１株当たり情報) 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 1,472.25円
 

１株当たり純資産額 1,568.65円
 

１株当たり純資産額 1,533.82円
 

１株当たり中間純損失 13.10円
 

１株当たり中間純利益 50.86円
 

１株当たり当期純利益 43.47円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、１株当たり中
間純損失であり、また、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

50.31円

（追加情報） 
 当中間会計期間から、改正後の
「１株当たり当期純利益に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 最
終改正平成18年１月31日 企業会計
基準第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 最終改
正平成18年１月31日 企業会計基準
適用指針第４号）を適用しておりま
す。 
 これに伴い、当中間会計期間から

繰延ヘッジ損益（税効果調整後）の
金額を普通株式に係る中間期末の純
資産額に含めております。 
 なお、前中間会計期間に係る中間
財務諸表において採用していた方法
により算定した当中間会計期間の１

株当たり純資産額は、1,568円61銭
であります。 

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) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

貸借対照表上の純資産額 ― 91,528百万円 ― 

普通株式に係る純資産額 ― 91,528百万円 ― 

貸借対照表上の純資産額と普通株式
に係る純資産額との差額 

― ― ― 

普通株式の発行済株式数 ― 58,546千株 ― 

普通株式の自己株式数  ― 198千株 ― 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数    

― 58,348千株 ― 
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２ １株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純
利益 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

中間(当期)純利益又は中間純損失
(△) 

△764百万円 2,967百万円 2,565百万円 

普通株主に帰属しない金額 ― ― 28百万円 

(うち利益処分による役員賞与金) ― ― (28百万円) 

普通株式に係る中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

△764百万円 2,967百万円 2,537百万円 

普通株式の期中平均株式数 58,381千株 58,353千株 58,373千株 

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳（千株） 

   

 新株予約権付社債 ― 641千株 ― 

普通株式増加数 ― 641千株 ― 

 


