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(百万円未満切捨て)
１．平成27年２月期第３四半期の連結業績（平成26年２月21日～平成26年11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 ％

27年２月期第３四半期 305,763 3.7 9,537 13.8 10,085 15.7 6,070 7.7

26年２月期第３四半期 294,715 2.2 8,378 9.6 8,719 10.3 5,634 65.8
(注) 包括利益 27年２月期第３四半期 6,664百万円(△11.8％) 26年２月期第３四半期 7,560百万円( 99.3％)
　

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

27年２月期第３四半期 109.87 ―

26年２月期第３四半期 101.98 ―
　

　

（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 ％

27年２月期第３四半期 290,568 131,187 44.3

26年２月期 288,194 126,212 43.0
(参考) 自己資本 27年２月期第３四半期 128,751百万円 26年２月期 123,804百万円
　

　

　

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

26年２月期 ― 12.00 ― 15.00 27.00

27年２月期 ― 13.00 ―

27年２月期(予想) 14.00 27.00
(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27年２月期の連結業績予想（平成26年２月21日～平成27年２月20日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 414,000 2.3 14,100 5.8 14,400 4.3 7,600 △2.6 137.55
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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) 27年２月期３Ｑ 58,546,470株 26年２月期 58,546,470株

② 期末自己株式数 27年２月期３Ｑ 3,292,933株 26年２月期 3,292,025株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年２月期３Ｑ 55,254,061株 26年２月期３Ｑ 55,255,015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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（平成26年２月21日から平成26年11月20日まで）におけるわが国経済は、企業収益

の改善に伴う設備投資の拡大や雇用者所得の増加等により、緩やかな改善傾向で推移いたしました。しかし、足

下では消費税率引き上げ影響などによる個人消費の減速感が広がるなど、本格的な回復には至っておりません。

当小売業界におきましても、業種・業態を超えたさらなる競合激化や円安による輸入原材料の高騰、採用難に

よる人手不足など、経営環境は引き続き厳しい状況が続きました。

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、地域に密着した企業としておも

てなしを意識した売場・商品・サービスに注力し、お客様満足度の向上に努めてまいりました。

夏季の天候不順や増税影響もあり客数は前年を下回りましたが、食品を中心に客単価が伸長するなど、既存店

売上高は前年を上回ることができました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益3,057億63百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益

95億37万円（前年同期比13.8％増）、経常利益100億85百万円（前年同期比15.7％増）、四半期純利益は、60億70百

万円（前年同期比7.7％増）の結果となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、無形固定資産、投資その他の資産等が減少したものの、商品及び製

品、建物及び構築物等の増加により、前連結会計年度末に比べ23億73百万円増加して2,905億68百万円となりまし

た。

負債は、短期借入金、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ26億円減少して1,593億80百万円と

なりました。

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ49億74百万円増加して1,311億87百万円となり

ました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想数値は、平成26年９月30日公表時より変更ありません。

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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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26年２月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,240 18,341

受取手形及び売掛金 4,961 5,849

商品及び製品 18,297 20,405

原材料及び貯蔵品 193 223

その他 8,509 7,080

貸倒引当金 △80 △59

流動資産合計 50,122 51,839

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 85,366 88,526

土地 96,773 97,267

その他（純額） 10,964 8,942

有形固定資産合計 193,105 194,736

無形固定資産

のれん 1,326 1,263

借地権 5,982 6,089

その他 2,101 1,874

無形固定資産合計 9,410 9,227

投資その他の資産

投資有価証券 5,341 5,804

敷金及び保証金 23,872 23,364

その他 6,662 5,904

貸倒引当金 △320 △309

投資その他の資産合計 35,555 34,763

固定資産合計 238,072 238,728

資産合計 288,194 290,568
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年２月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,318 33,732

短期借入金 30,794 24,026

未払法人税等 3,690 1,493

賞与引当金 1,338 2,620

ポイント引当金 6,905 6,595

利息返還損失引当金 163 92

その他 25,175 28,957

流動負債合計 97,386 97,518

固定負債

長期借入金 41,923 38,453

退職給付引当金 9,153 9,196

資産除去債務 2,505 2,566

受入敷金保証金 10,517 10,387

その他 495 1,257

固定負債合計 64,595 61,862

負債合計 161,981 159,380

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 94,248 98,771

自己株式 △5,167 △5,168

株主資本合計 119,712 124,234

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,458 1,810

為替換算調整勘定 2,634 2,706

その他の包括利益累計額合計 4,092 4,516

少数株主持分 2,407 2,435

純資産合計 126,212 131,187

負債純資産合計 288,194 290,568
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年２月21日
　至 平成25年11月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月21日
　至 平成26年11月20日)

売上高 275,953 286,741

売上原価 194,741 202,253

売上総利益 81,212 84,488

営業収入 18,762 19,021

営業総利益 99,974 103,509

販売費及び一般管理費 91,595 93,972

営業利益 8,378 9,537

営業外収益

受取利息 320 296

その他 420 692

営業外収益合計 741 988

営業外費用

支払利息 326 273

その他 73 166

営業外費用合計 400 440

経常利益 8,719 10,085

特別利益

固定資産売却益 505 0

投資有価証券売却益 685 551

受取補償金 - 288

その他 0 14

特別利益合計 1,191 854

特別損失

固定資産除却損 219 370

固定資産売却損 40 45

減損損失 11 25

その他 67 34

特別損失合計 338 476

税金等調整前四半期純利益 9,572 10,463

法人税、住民税及び事業税 4,273 4,316

法人税等調整額 △515 △87

法人税等合計 3,757 4,228

少数株主損益調整前四半期純利益 5,814 6,235

少数株主利益 179 165

四半期純利益 5,634 6,070
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年２月21日
　至 平成25年11月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月21日
　至 平成26年11月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,814 6,235

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 291 351

為替換算調整勘定 1,453 76

その他の包括利益合計 1,745 428

四半期包括利益 7,560 6,664

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,305 6,494

少数株主に係る四半期包括利益 254 169
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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