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平成 19 年２月期   個別財務諸表の概要            

                                             平成 19 年 4 月 3 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 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 19 年 4 月  3 日     配当支払開始予定日 平成 19 年 5 月 18 日 
定時株主総会開催日  平成 19 年 5 月 17 日   単元株制度採用の有無  有(１単元 100 株) 
 
１． 19 年 2 月期の業績(平成 18 年 2 月 21 日～平成 19 年 2 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 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
19 年 2 月期 
18 年 2 月期 

   357,248   4.0 
   343,650   2.1 

    11,853     7.9 
    10,988     1.5 

 

    11,871     8.6 
    10,928     3.6 

  
 

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 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

営 業 収 益 
経常利益率 

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
19 年 2 月期 
18 年 2 月期 

  6,132   139.0 
  2,565  △29.1 

 105.10 
  43.47 

101.21 
  ― 

6.7 
2.9 

4.9 
4.5 

3.3 
3.2 

(注) ①期中平均株式数  19 年 2 月期  58,349,623 株    18 年 2 月期  58,373,549 株 
    ②会計処理の方法の変更    有 
     ③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)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年 2 月期 
18 年 2 月期 

244,532 
240,034 

94,379 
89,541 

38.6 
37.3 

1,617.60 
1,533.82 

 (注) ①期末発行済株式数   19 年 2 月期  58,345,554 株 18 年 2 月期  58,360,312 株 
     ②期末自己株式数     19 年 2 月期    200,916 株 18 年 2 月期    186,158 株 
 
２．20 年 2 月期の業績予想(平成 19 年 2 月 21 日～平成 20 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 

177,000 
372,000 

 

 5,250 
12,500 

2,700 
6,600 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  113 円 12 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 

配当金総額 

（百万円） 
配当性向 

（％） 
純資産 

配当率(％) 

 18 年 2 月期 10.00 10.00 20.00 1,167 46.0 1.3 

 19 年 2 月期 10.00 15.00 25.00 1,458 23.8 1.6 
 20 年 2 月期（予想） 10.00 15.00 25.00    
（注）平成 19 年 2 月期期末配当金の内訳  記念配当 ５円 00 銭   特別配当 －円－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、決算短 
  信（連結）添付資料の７ページをご参照下さい。 
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１ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  第49期 
(平成18年２月20日) 

第50期 
(平成19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   5,421   3,873  
 ２ 受取手形   2   ―  
 ３ 売掛金   6,439   8,572  
 ４ 営業貸付金   6,349   6,082  
 ５ 有価証券   0   0  
 ６ 商品   16,623   17,036  
 ７ 貯蔵品   18   18  
 ８ 前払費用   225   271  
 ９ 繰延税金資産   903   935  
 10 未収収益   152   169  
 11 短期貸付金   50   30  
 12 未収入金   1,074   1,145  
 13 その他   592   524  
 14 貸倒引当金   △378   △341  
   流動資産合計   37,475 15.6  38,320 15.7 
Ⅱ 固定資産        
 (1) 有形固定資産        
  １ 建物 ※１ 129,432   134,778   
    減価償却累計額  79,028 50,403  △82,535 52,242  
  ２ 構築物  11,263   11,877   
    減価償却累計額  8,102 3,160  △8,456 3,420  
  ３ 機械及び装置  491   500   
    減価償却累計額  380 110  △399 100  
  ４ 車両運搬具  26   29   
    減価償却累計額  24 1  △19 10  
  ５ 器具備品  19,114   20,132   
    減価償却累計額  15,654 3,459  △16,194 3,937  
  ６ 土地 ※１  75,833   75,905  
  ７ 建設仮勘定   591   219  
    有形固定資産合計   133,562 55.6  135,837 55.5 
 (2) 無形固定資産        
  １ 営業権   150   ―  
  ２ のれん   ―   108  
  ３ 借地権   3,149   3,240  
  ４ ソフトウェア   555   492  
  ５ その他   230   216  
    無形固定資産合計   4,086 1.7  4,056 1.7 
 (3) 投資その他の資産        
  １ 投資有価証券   7,122   6,873  
  ２ 関係会社株式   1,753   1,753  
  ３ 関係会社出資金   3,734   3,734  
  ４ 長期貸付金   5,036   4,958  
  ５ 関係会社長期貸付金   1,193   1,073  
  ６ 破産債権等   49   49  
  ７ 長期前払費用   2,911   3,138  
  ８ 繰延税金資産   2,667   2,631  
  ９ 差入敷金及び保証金 ※４  39,196   41,778  
  10 その他   2,269   1,313  
  11 貸倒引当金   △1,022   △856  
  12 投資損失引当金   ―   △157  
    投資その他の資産合計   64,910 27.1  66,290 27.1 
   固定資産合計   202,559 84.4  206,185 84.3 
Ⅲ 繰延資産        
  １ 社債発行費   ―   26  
   繰延資産合計   ― 0.0  26 0.0 
   資産合計   240,034 100.0  244,532 100.0 



ファイル名:100_0756000101905(個別BS) 更新日時:3/29/2007 7:13:00 PM 印刷日時:07/03/30 13:12 

－ 42 － 

 
  第49期 

(平成18年２月20日) 
第50期 

(平成19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   473   618  
 ２ 買掛金   21,090   22,113  
 ３ 短期借入金   2,700   8,300  
 ４ コマーシャルペーパー   5,000   3,000  
 ５ 一年以内返済予定 
   長期借入金 

※１  31,989   17,288  

 ６ 未払金   2,838   2,601  
 ７ 未払費用   3,910   3,953  
 ８ 未払法人税等   2,344   2,633  
 ９ 未払事業所税   42   92  
 10 未払消費税等   531   319  
 11 商品券   1,707   1,660  
 12 預り金 ※４  9,488   10,066  
 13 ポイントカード引当金   5,233   5,568  
 14 利息返還損失引当金   ―   6  
 15 賞与引当金   952   964  
 16 役員賞与引当金   ―   26  
 17 設備関係支払手形   2,378   3,293  
 18 その他   949   1,303  

   流動負債合計   91,630 38.2  83,809 34.3 
Ⅱ 固定負債        
 １ 新株予約権付社債   ―   10,000  
 ２ 長期借入金 ※１  38,256   35,718  
 ３ 長期前受収益   130   128  
 ４ 退職給付引当金   5,578   5,580  
 ５ 役員退職慰労引当金   ―   569  
 ６ 預り敷金及び保証金 ※４  14,633   14,179  
 ７ その他   262   166  

   固定負債合計   58,862 24.5  66,343 27.1 

   負債合計   150,492 62.7  150,152 61.4 
(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※２  11,614 4.9  ― ― 
Ⅱ 資本剰余金        
   資本準備金  19,017   ―   

   資本剰余金合計   19,017 7.9  ― ― 
Ⅲ 利益剰余金        
 (1) 利益準備金  2,168   ―   
 (2) 任意積立金        
  １ 固定資産圧縮積立金  1,581   ―   
  ２ 別途積立金  50,350   ―   
 (3) 当期未処分利益  2,587   ―   

   利益剰余金合計   56,687 23.6  ― ― 
Ⅳ その他有価証券評価差額金   2,450 1.0  ― ― 
Ⅴ 自己株式 ※３  △227 △0.1  ― ― 

   資本合計   89,541 37.3  ― ― 

   負債・資本合計   240,034 100.0  ― ― 
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  第49期 

(平成18年２月20日) 
第50期 

(平成19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 
(％) 

(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 7.8 

 (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  ―   1,445   

    別途積立金  ―   51,750   

    繰越利益剰余金  ―   6,260   

   利益剰余金合計   ―   61,624 25.2 

 (4) 自己株式   ―   △259 △0.1 

   株主資本合計   ―   91,996 37.6 

Ⅱ 評価・換算差額等        

 １ その他有価証券評価 
   差額金 

  ―   2,383  

   評価・換算差額等合計   ―   2,383 1.0 

   純資産合計   ―   94,379 38.6 

   負債・純資産合計   ― ―  244,532 100.0 
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② 【損益計算書】 
 

  
第49期 

(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

第50期 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19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 〕   343,650   357,248  
Ⅰ 売上高   324,937 100.0  336,831 100.0 
Ⅱ 売上原価        
 １ 期首商品たな卸高  16,575   16,623   
 ２ 当期商品仕入高  239,214   250,893   

合計  255,789   267,516   
 ３ 期末商品たな卸高 ※１ 16,623 239,166 73.6 17,036 250,479 74.4 

   売上総利益   85,770 26.4  86,351 25.6 
Ⅲ 営業収入        
 １ 不動産賃貸収入  11,380   11,912   
 ２ その他の営業収入  7,332 18,713 5.8 8,504 20,416 6.1 

   営業総利益   104,484 32.2  106,768 31.7 
Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※２  93,495 28.8  94,915 28.2 

   営業利益   10,988 3.4  11,853 3.5 
Ⅴ 営業外収益        
 １ 受取利息  275   388   
 ２ 受取配当金  74   72   
 ３ 債務勘定整理益  179   169   
 ４ 雑収入  434 963 0.3 360 991 0.3 

Ⅵ 営業外費用        
 １ 支払利息 ※３ 874   832   
 ２ その他  149 1,023 0.3 139 972 0.3 

   経常利益   10,928 3.4  11,871 3.5 
Ⅶ 特別利益        
 １ 固定資産売却益 ※４ 246   ―   
 ２ 投資有価証券売却益  ―   489   
 ３ 貸倒引当金戻入益  4   170   
 ４ 受取補償金  108 360 0.1 150 809 0.2 

Ⅷ 特別損失        
 １ 固定資産除却損 ※５ 334   692   
 ２ 固定資産売却損 ※６ 0   69   
 ３ リース解約損  ―   133   
 ４ 減損損失 ※７ 4,160   269   
 ５ 投資有価証券評価損  252   ―   
 ６ 投資損失引当金繰入額  ―   157   
 ７ 退職給付会計基準 
   変更時差異償却 

 491   ―   

 ８ 過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額  ―   547   

 ９ その他  13 5,252 1.6 ― 1,869 0.5 

   税引前当期純利益   6,036 1.9  10,811 3.2 
   法人税、住民税 
   及び事業税 

 4,186   4,629   

   法人税等調整額  △716 3,470 1.1 49 4,678 1.4 

   当期純利益   2,565 0.8  6,132 1.8 
   前期繰越利益   605   ―  
   中間配当額   583   ―  

   当期未処分利益   2,587   ―  
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③ 【利益処分計算書】 
 

株主総会承認日 第49期 
(平成18年５月18日) 

区分 金額(百万円) 

 Ⅰ 当期未処分利益  2,587 

 Ⅱ 任意積立金取崩額   

  １ 固定資産圧縮積立金取崩額 69 69 

       合計  2,657 

 Ⅲ 利益処分額   

  １ 配当金 583  

  ２ 役員賞与金 28  

    (うち監査役分) (3)  

  ３ 任意積立金   

     別途積立金 1,400 2,011 

 Ⅳ 次期繰越利益  645 
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④ 【株主資本等変動計算書】 

第50期(自平成18年２月21日 至平成19年２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 

自己株式 
株主資本 

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 △227 87,091 

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △1,167 △1,167 ― △1,167 

 役員賞与の支給額 ― ― ― ― ― ― △28 △28 ― △28 

 当期純利益 ― ― ― ― ― ― 6,132 6,132 ― 6,132 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △32 △32 

 圧縮積立金の取崩 ― ― ― ― △135 ― 135 0 ― 0 

 別途積立金の積立 ― ― ― ― ― 1,400 △1,400 0 ― 0 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (百万円) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― ― △135 1,400 3,672 4,937 △32 4,904 

平成19年２月20日残高 
(百万円) 11,614 19,017 19,017 2,168 1,445 51,750 6,260 61,624 △259 91,996 

 

評価・換算差額等 

 その他有
価証券評
価差額金 

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) 2,450 2,450 89,541 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △1,167 

 役員賞与の支給額 ― ― △28 

 当期純利益 ― ― 6,132 

 自己株式の取得 ― ― △32 

 圧縮積立金の取崩 ― ― 0 

 別途積立金の積立 ― ― 0 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (百万円) 

△66 △66 △66 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

△66 △66 4,837 

平成19年２月20日残高 
(百万円) 

2,383 2,383 94,379 
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重要な会計方針 
 

 第49期 第50期 

１ 有価証券の評価基準及び
評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 
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) 

子会社株式及び関連会社株式 
左に同じであります。 
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
(評価差額は全部純資産直入法により
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。 

２ デリバティブ等の評価基
準及び評価方法 

デリバティブ 
時価法 

デリバティブ 
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 
    ただし生鮮食料品は、最終仕

入原価法 

商品  左に同じであります。 
 

 貯蔵品 最終仕入原価法 貯蔵品 左に同じであります。 
４ 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
 

有形固定資産 
左に同じであります。 

 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。 

少額減価償却資産 
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)による定額法 

無形固定資産 
左に同じであります。 

 長期前払費用 
定額法 

長期前払費用 
左に同じであります。 

５ 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準 

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。 

左に同じであります。 

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。 



ファイル名:120_a_0756000101905(個別注記) 更新日時:3/30/2007 1:02:00 PM 印刷日時:07/03/30 13:02 

－ 48 － 

 
 第49期 第50期 

 (2)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。 

(2)ポイントカード引当金 
左に同じであります。 

 (3)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。 

(3)賞与引当金 
左に同じであります。 

 (4)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
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)退職給付引当金 

左に同じであります。 

  (5)役員賞与引当金 

役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。 

  （会計方針の変更） 
当事業年度より、「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。 
これにより営業利益、経常利益及
び税引前当期純利益が26百万円減
少しております。 

  (6)役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に備える
ため役員退職慰労金規則に基づく
期末要支給額を計上しておりま
す。 
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    （会計方針の変更） 
従来、当社の役員退職慰労金は支
出時の費用として処理しておりま
したが、当事業年度末より、役員

退職慰労金規則に基づく期末要支
給額を役員退職慰労引当金として
計上する方法に変更しておりま
す。 
この変更は、当社の平成19年3月27
日の取締役会において、定時株主

総会での承認を条件として、取締
役及び監査役の退職慰労金制度を
平成19年5月の定時株主総会終結の
ときをもって廃止すること、廃止
日までの在任期間の退職慰労金は
退任時に支給することを決定した

ことによるものであります。 
  この変更に伴い、過年度対応額547

百万円は特別損失に、当会計年度
発生額22百万円は販売費及び一般
管理費に計上しております。 

この結果、従来と比べ営業利益及
び経常利益は22百万円、税引前当
期純利益は569百万円それぞれ少な
く計上されております。 
なお、この変更は、前述のとおり
平成19年3月における役員退職慰労

金制度の見直しを契機としておこ
なわれたものであり、当中間会計
期間においては従来の方法によっ
ております。この変更を行なった
場合に比べ、当中間会計期間の営
業利益及び経常利益は11百万円、

税引前純利益は558百万円多く計上
されております。 

(7)投資損失引当金 
子会社等への投資損失に備えるた
め、当該子会社等の資産内容を勘
案して計上しております。 

  

 

 

 

 

  

(8)利息返還損失引当金 
将来の利息返還の請求に伴う損失
に備えるため、過去の返還実績等
を勘案した必要額を計上しており
ます。 

 （追加情報） 

「消費者金融会社等の利息返還請
求による損失に係る引当金の計上
に関する監査上の取扱い」(平成18
年10月13日 日本公認会計士協会 
業種別委員会報告第37号)が公表さ
れたことに伴い、当事業年度より 
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  期末における損失見込額を営業費
用に計上することとしました。 
この結果、販売費及び一般管理費

が６百万円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前当期純利益が、
６百万円減少しております。 

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。 

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。 

 (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。また、為替

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。 

(3) ヘッジ方針 

  左に同じであります。 

 (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。） 

(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。 

10 その他財務諸表作成のた
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。 

消費税等の処理方法 
左に同じであります。 



ファイル名:120_a_0756000101905(個別注記) 更新日時:3/30/2007 1:02:00 PM 印刷日時:07/03/30 13:02 

－ 51 － 

重要な会計方針の変更 
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（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。 

――― 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 
 当事業年度より、「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94,379百万円
であります。 
 なお、財務諸表等規則の改正により当事業年度におけ
る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

 

表示方法の変更 
 

第49期 第50期 

――― （貸借対照表における「のれん」の表示） 
財務諸表等規則の改正によって、当事業年度より「無形
固定資産」に区分掲記されていた「営業権」は、「のれ
ん」として表示しております。 
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追加情報 
 

第49期 第50期 

「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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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

第49期 第50期 

※１ 担保に供している資産 

建物  12,498百万円
土地  13,621 

計  26,120 
   上記に対応する債務 

一年以内返済 
予定長期借入金  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 

計  11,234 
 

※１ 担保に供している資産 

建物  7,839百万円
土地  9,166 

計  17,006 
   上記に対応する債務 

一年以内返済 
予定長期借入金  2,305百万円

長期借入金  5,018 
湖南平和堂実業有限公司の 
銀行借入に係る保証債務  ― 

計  7,324 
 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数 普通株式 150,000,000株
発行済株式総数 普通株式 58,546,470株

 

※２         ――― 

※３ 自己株式 
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。 

※３         ――― 

※４ 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され
たもののほか、次のものがあります。 

差入敷金及び保証金 15,950百万円
預り金 6,990 
預り敷金及び保証金 4,608 

 

※４ 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され
たもののほか、次のものがあります。 

差入敷金及び保証金 17,110百万円
預り金 7,350 
預り敷金及び保証金 4,612 

 
 ５ 偶発債務(保証債務) 

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㈱ 4,065百万円
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 
 

 ５ 偶発債務(保証債務) 
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㈱ 3,635百万円
綾羽㈱ 3,814 
南彦根都市開発㈱ 2,029 

八日市駅前商業開発㈱ 1,200 
加賀コミュニティプラザ㈱ 1,372 
湖南平和堂実業有限公司 ― 

( ―千US$) 
㈱ヤナゲン 2,109 
福井南部商業開発㈱ 554 

武生駅北パーキング㈱ 456 
㈱エール 300 

計 15,470 
 

 ６ 配当制限 
    商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は、
2,450百万円であります。 

 ６         ――― 
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(損益計算書関係) 
 

第49期 第50期 

※１ 期末商品たな卸高は、低価法による評価減を行っ

た後の金額により計上されているため、評価減の
金額547百万円が売上原価に算入されておりま
す。 

※１ 期末商品たな卸高は、低価法による評価減を行っ

た後の金額により計上されているため、評価減の
金額583百万円が売上原価に算入されておりま
す。 

※２ この内訳は次のとおりであります。    
広告宣伝費 4,828百万円

販売促進費 3,866 
消耗品費 2,703 
配送費 4,000 
販売手数料 818 
貸倒引当金繰入額 335 
役員報酬 143 

給料 31,494 
賞与 3,139 
賞与引当金繰入額 952 
福利厚生費 4,789 
退職金 37 
退職給付費用 894 

調査研究費 370 
租税公課 1,778 
事業所税 42 
水道光熱費 4,953 
修繕維持費 4,950 
賃借料 13,506 

減価償却費 6,411 
雑費 3,478 

計 93,495 
 

※２ この内訳は次のとおりであります。 
広告宣伝費 4,779百万円

販売促進費 3,892 
消耗品費 2,288 
配送費 4,211 
販売手数料 887 
貸倒引当金繰入額 341 
役員報酬 135 

給料 32,393 
賞与 3,230 
賞与引当金繰入額 964 
役員賞与引当金繰入額 26 
福利厚生費 5,029 
退職金 82 

退職給付費用 817 
役員退職慰労 
 引当金繰入額 

22 

調査研究費 338 
租税公課 1,646 
事業所税 91 

水道光熱費 5,134 
修繕維持費 5,002 
賃借料 13,708 
減価償却費 6,256 
のれんの償却額 42 
雑費 3,593 

計 94,915 
 

※３ 関係会社に対する営業外費用は次のとおりであり
ます。 

支払利息 149百万円
 

※３ 関係会社に対する営業外費用は次のとおりであり
ます。 

支払利息 156百万円
 

※４ この内訳は次のとおりであります。 

土地 225百万円
施設負担金 21 

計 246 
 

※４        ――― 

 
  
  

 
※５ この内訳は次のとおりであります。 

建物 233百万円

器具備品 63 
その他 38 

計 334 
 

※５ この内訳は次のとおりであります。 
建物 619百万円

器具備品 56 
その他 15 

計 692 
 

※６ この内訳は次のとおりであります。 
器具備品 0百万円

 

※６ この内訳は次のとおりであります。 
土地 68百万円

その他 0 

計 69 
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※７ 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、福井
県、岐阜県及
び愛知県 

 

※７ 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-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。 

   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。 

   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 

1,219 221 1,440 

土地 1,819 720 2,540 
その他(注) 163 16 179 
合 計 3,202 958 4,160 

 

 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 

 
   （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。 

 

(株主資本等変動計算書関係) 
 

第49期 第50期 

――― 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 14,758 

減少 ― 

当事業年度末 200,916 
 

 （注）普通株式の自己株式の増加14,758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) 

前会計期間、当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。 
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(税効果会計関係) 
 

第49期 
(平成18年２月20日) 

第50期 
(平成19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 
繰延税金資産(流動) 
 賞与引当金繰入超過額 385百万円
 商品券販売否認 184 
 未払事業税等 211 
 その他 123 

 繰延税金資産(流動)純額 903 

  
繰延税金資産(固定)  
 貸倒引当金繰入超過額 393 
 退職給付引当金繰入超過額 2,126 

 投資有価証券評価損 262 
 営業権償却超過額 641 
 繰延資産償却超過額 53 
 ポイントカード引当金 1,087 
 減損会計適用分 1,672 
 その他 6 

 繰延税金資産(固定)小計 6,240 
 評価性引当額 △889 

 繰延税金資産(固定)合計 5,355 
   

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 
繰延税金資産(流動) 
 賞与引当金繰入超過額 389百万円
 商品券販売否認 172 
 未払事業税等 253 
 その他 119 

 繰延税金資産(流動)純額 935 

  
繰延税金資産(固定)  
 貸倒引当金繰入超過額 303 
 退職給付引当金繰入超過額 2,247 

 役員退職慰労引当金 230 
 投資有価証券評価損 129 
 営業権償却超過額 427 
 繰延資産償却超過額 38 
 ポイントカード引当金 1,179 
 減損会計適用分 1,562 

 その他 105 

 繰延税金資産(固定)小計 6,225 
 評価性引当額 △995 

 繰延税金資産(固定)合計 5,230 
   

  
繰延税金負債(固定)  
 固定資産圧縮積立金 △1,025 
 その他有価証券評価差額 △1,662 

 繰延税金負債(固定)合計 △2,688 

 繰延税金資産(固定)純額 2,667 
   

繰延税金負債(固定)  
 固定資産圧縮積立金 △981 
 その他有価証券評価差額 △1,617 

 繰延税金負債(固定)合計 △2,598 

 繰延税金資産(固定)純額 2,631 
   

  
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 14.7 

 住民税均等割等 2.5 

 その他 △0.1 

 税効果会計適用後の 
 法人税等負担率 57.5 
    

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 1.0 

 住民税均等割等 1.3 

 その他 0.6 

 税効果会計適用後の 
 法人税等負担率 43.3 
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(１株当たり情報) 
 

第49期 第50期 

１株当たり純資産額 1,533.82円
 

１株当たり純資産額 1,617.60円
 

１株当たり当期純利益 43.47円
 

１株当たり当期純利益 105.10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。 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 101.21円

 
（追加情報） 

 当事業年度から、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。 

 なお、前事業年度に係る財務諸表において採用してい
た方法により算定した当事業年度の１株当たり純資産額
は、1,617円60銭であります。 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 第49期 第50期 

貸借対照表上の純資産額 ― 94,379百万円 

普通株式に係る純資産額 ― 94,379百万円 

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 ― 200千株 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数 

― 58,345千株 

２ １株当たり当期純利益 

 第49期 第50期 

当期純利益 2,565百万円 6,132百万円 

普通株主に帰属しない金額 28百万円 ―百万円 

（うち利益処分による役員賞与金） (28百万円) (―百万円)

普通株式に係る当期純利益 2,537百万円 6,132百万円 

普通株式の期中平均株式数 58,373千株 58,349千株 

潜在株式調整後１株当たり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 ― 2,243千株 

普通株式増加数 ― 2,243千株 
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(重要な後発事象) 

前会計年度(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。 

当会計年度(自平成18年２月21日 至平成19年２月20日) 

該当事項はありません。 

 

 

２ 【役員の異動】 

(1) 代表者の異動 

  該当者はありません。 

 

(2) その他役員の異動 

  別紙のとおり。 

 



（　別紙　）

　４月３日（火）開催の取締役会において、下記の異動を内定しましたので、お知らせします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．新任役員候補者 該当事項なし

２．退　任 取　締　役　　宮部　孝夫　（現㈱ﾌｧｲﾌﾞｽﾀｰ代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼㈱ﾕｰｲﾝｸﾞ代表取締役社長）

取　締　役　　山西　義政　（現㈱ｲｽﾞﾐ取締役会長）

平成１９年５月１７日（木）開催予定の定時株主総会終結をもって
任期満了により退任予定

参考 平成１９年３月３１日付　退任

取　締　役　　保坂　　齊（利益改善プロジェクト担当）

以　上


