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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年2月21日～平成22年5月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年2月期第1四半期 90,559 △4.7 1,827 △10.4 1,894 △5.3 1,169 45.5
22年2月期第1四半期 95,023 ― 2,040 ― 2,001 ― 804 ―

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

23年2月期第1四半期 20.92 19.57
22年2月期第1四半期 14.35 13.43

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

23年2月期第1四半期 272,214 106,643 38.5 1,874.67
22年2月期 270,729 106,178 38.6 1,866.88

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  104,817百万円 22年2月期  104,382百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

22年2月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

10.00 ― 15.00 25.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 
連結累計期間

191,500 0.3 4,500 8.4 4,500 7.3 2,250 △41.9 40.24

通期 388,000 0.6 10,500 8.7 10,500 8.8 5,400 △16.4 96.58
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 58,546,470株 22年2月期  58,546,470株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  2,633,890株 22年2月期  2,633,738株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 55,912,656株 22年2月期第1四半期 56,029,179株
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当第１四半期連結会計期間（平成22年２月21日から平成22年５月20日）におけるわが国経済は、輸出

や生産が緩やかに回復し、エコカー・エコ家電購入補助制度もあり景気はやや持ち直しをいたしまし

た。しかしながら、デフレの継続や雇用・所得環境の改善がみられない中、政治の混迷もあって個人消

費回復の効果は、緩やかな改善にとどまりました。 

 当小売業界におきましても、競争の激化や消費者の低価格志向により、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、当社グループは“脱皮－自分が変わる、仕事を変える ピカピカ売場・ピカピ

カ商品・ピカピカサービス”の年度スローガンを実現するために、売場・商品・サービスにおける基本

事項を徹底し、新しい商品の提供や売場提案による需要創造に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、衣料品の販売低迷や輸入品販売事業からの撤退、食料品・日用消耗品を中心とした販

売単価の低下により、業績は厳しいものとなりました。 

 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905億59百万円（前年同期比4.7％減）、

営業利益18億27百万円（前年同期比10.4％減）、経常利益18億94百万円（前年同期比5.3％減）、四半

期純利益は11億69百万円（前年同期比45.5％増）の結果となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億85百万円増加して2,722億14

百万円となりました。流動資産は、７億14百万円減少して442億28百万円となりました。固定資産は、

建物や土地の増加等により、22億１百万円増加して2,279億79百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ10億19百万円増加して1,655億70百万円となりました。流動負債

は、預り金及び未払法人税等が減少したものの、コマーシャル・ペーパーの増加等により13億７百万円

増加して995億93百万円となりました。固定負債は２億88百万円減少して659億77百万円となりました。

 純資産は、前連結会計年度末に比べ４億65百万円増加して1,066億43百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、103億45百万

円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億77百万円(前年同期比75億22百万円の減少)の支出とな

りました。税金等調整前四半期純利益が18億11百万円(前年同期比１億円の減少)、減価償却費が24億

73百万円(前年同期比22百万円の減少)あったものの、預り金の減少が40億73百万円(前年同期比38億

15百万円の増加)、法人税等の支払額が24億12百万円(前年同期比6億54百万円の増加)となりました。

なお、預り金の減少の主な要因は「平和堂友の会」の新規募集を終了したこと等によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、42億32百万円(前年同期比２億４百万円の増加)となりました。敷

金及び保証金の回収による収入が42億77百万円(前年同期比36億68百万円の増加)あった一方、有形及

び無形固定資産の取得により82億74百万円(前年同期比46億71百万円の増加)を支出しました。 

財務活動による資金の収入は、37億７百万円 (前年同期比44億35百万円の増加)となりました。コ

マーシャル・ペーパーの純増額が40億円(前年同期比40億円の増加)あったことが主な要因です。 

  

・定性的情報・財務諸表等

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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) 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)
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通期の業績予想数値は、平成22年３月30日公表時より変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出す

る方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①たな卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算出方法

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,385 14,457

受取手形及び売掛金 4,224 4,245

有価証券 0 0

商品及び製品 19,451 17,995

原材料及び貯蔵品 130 199

その他 8,397 8,407

貸倒引当金 △362 △362

流動資産合計 44,228 44,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 86,675 82,591

土地 87,223 83,618

その他（純額） 6,746 8,002

有形固定資産合計 180,645 174,212

無形固定資産   

のれん 44 49

借地権 5,437 5,353

その他 1,000 902

無形固定資産合計 6,482 6,305

投資その他の資産   

投資有価証券 4,068 3,944

敷金及び保証金 27,582 31,379

その他 9,513 10,248

貸倒引当金 △312 △312

投資その他の資産合計 40,851 45,259

固定資産合計 227,979 225,777

繰延資産   

社債発行費 7 8

繰延資産合計 7 8

資産合計 272,214 270,729
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,997 26,071

短期借入金 29,674 28,823

未払法人税等 930 2,517

賞与引当金 2,316 1,214

ポイント引当金 6,365 6,356

利息返還損失引当金 131 131

その他 33,178 33,171

流動負債合計 99,593 98,285

固定負債   

新株予約権付社債 10,000 10,000

長期借入金 35,030 35,006

退職給付引当金 8,290 8,200

役員退職慰労引当金 5 84

受入敷金保証金 11,371 11,425

その他 1,279 1,548

固定負債合計 65,977 66,265

負債合計 165,570 164,551

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 77,785 77,454

自己株式 △4,514 △4,514

株主資本合計 103,902 103,571

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 720 648

為替換算調整勘定 195 161

評価・換算差額等合計 915 810

少数株主持分 1,825 1,796

純資産合計 106,643 106,178

負債純資産合計 272,214 270,729
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(2)【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21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５月20日) 

売上高 88,832 84,664

売上原価 63,333 60,026

売上総利益 25,498 24,637

営業収入 6,190 5,895

営業総利益 31,689 30,533

販売費及び一般管理費 29,648 28,705

営業利益 2,040 1,827

営業外収益   

受取利息 87 93

返還金収入 － 92

その他 147 165

営業外収益合計 235 352

営業外費用   

支払利息 217 181

その他 57 104

営業外費用合計 274 285

経常利益 2,001 1,894

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 22 －

貸倒引当金戻入額 － 1

その他 0 0

特別利益合計 22 2

特別損失   

固定資産売却損 － 20

固定資産除却損 101 60

その他 10 3

特別損失合計 112 85

税金等調整前四半期純利益 1,911 1,811

法人税、住民税及び事業税 1,496 948

法人税等調整額 △473 △383

法人税等合計 1,022 564

少数株主利益 84 77

四半期純利益 804 1,169

－　7　－

㈱平和堂(8276)　平成23年２月期  第１四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,911 1,811

減価償却費 2,496 2,473

のれん償却額 14 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 180 89

受取利息 △87 △93

支払利息 217 181

固定資産除却損 101 60

売上債権の増減額（△は増加） 574 17

たな卸資産の増減額（△は増加） △271 △1,387

仕入債務の増減額（△は減少） 816 923

預り金の増減額（△は減少） △258 △4,073

その他 2,106 947

小計 7,801 954

利息及び配当金の受取額 117 95

利息の支払額 △215 △214

法人税等の支払額 △1,758 △2,412

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,944 △1,577

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,603 △8,274

長期前払費用の取得による支出 △94 △58

敷金及び保証金の差入による支出 △53 △31

敷金及び保証金の回収による収入 609 4,277

その他 △886 △145

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,028 △4,232

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 758 1,370

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 4,000

長期借入れによる収入 2,820 2,400

長期借入金の返済による支出 △3,151 △2,895

配当金の支払額 △840 △838

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △312 △328

財務活動によるキャッシュ・フロー △727 3,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 289 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,479 △2,077

現金及び現金同等物の期首残高 9,906 12,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,385 10,345

－　8　－

㈱平和堂(8276)　平成23年２月期  第１四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－　9　－

㈱平和堂(8276)　平成23年２月期  第１四半期決算短信




