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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成25年２月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年10月10日

上 場 会 社 名 株式会社パル 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 2726 URL http://www.palgroup.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)井上 隆太
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四半期報告書提出予定日 平成24年10月15日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第２四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年８月31日）

（１）連結経営成績(累計)
(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％

25年２月期第２四半期 43,714 12.1 3,299 22.9 3,340 23.5 1,779 128.7

24年２月期第２四半期 38,985 8.1 2,685 3.8 2,705 2.4 778 △27.4

(注) 包括利益 25年２月期第２四半期 1,769百万円(178.1％) 24年２月期第２四半期 636百万円(―％)

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

25年２月期第２四半期 161 80 ―

24年２月期第２四半期 70 75 ―

（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 ％

25年２月期第２四半期 61,416 30,316 43.2

24年２月期 60,392 29,259 42.1

(参考) 自己資本 25年２月期第２四半期 26,558百万円 24年２月期 25,433百万円

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

24年２月期 ― 0 00 ― 60 00 60 00

25年２月期 ― 0 00

25年２月期(予想) ― 60 00 60 00

３．平成25年２月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 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 91,710 7.4 9,130 16.9 9,030 15.1 4,500 30.9 409 15



  

 

 

 
  

・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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していま

せん。 

  

・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。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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（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) 25年２月期２Ｑ 11,568,000株 24年２月期 11,568,000株

② 期末自己株式数 25年２月期２Ｑ 569,594株 24年２月期 569,594株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期２Ｑ 10,998,406株 24年２月期２Ｑ 10,998,520株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  
  

(参考） 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正有無 ： 無 

1. 平成25年２月期第２四半期の個別業績(累計）（平成24年３月１日～平成24年８月31日）

(１)個別経営成績(累計）

売上高 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 ％

25年２月期第２四半期 34,852 14.3 3,243 8.3 3,301 8.4 1,660 23.2

24年２月期第２四半期 30,492 12.6 2,994 23.1 3,046 22.1 1,347 18.5

2. 平成25年２月期の個別業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

通期 72,000 7.3 7,950 2.8 4,040 5.8 367 33
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当第２四半期連結累計期間(平成24年３月１日から平成24年８月31日まで）におけるわが国経済は、

震災復興に関連した需要等により緩やかに回復しつつあるものの、円高及び欧州の債務問題等、依然と

して厳しい環境下にあり、先行きは不透明な状況にあります。 

衣料小売業界におきましては、引き続き国内景気の先行きが不透明な中、天候不順等の要因も加わ

り、厳しい状況で推移しました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、業態の確立を積極的に行うとともに、既存店の活性化

等の施策を推し進めてまいりました。  

 衣料事業におきましては、厳しい事業環境の中、積極的なプロモーションを展開するとともに、52週

ＭＤの精緻化に努め、機動的な商品投入によって店頭商品の鮮度を向上させるなどした結果、売上高は

前年同期比10.8％増加の35,154百万円となりました。 

また、雑貨事業につきましても、消費者の低価格志向にマッチしたことなどにより、売上高は前年同

期比17.9％増加の8,471百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比12.1％増加の43,714百万円となりまし

た。  

利益面につきましては、52週ＭＤの精緻化による在庫コントロールを推し進め、売上高総利益率が前

年同期比0.8ポイント改善し、57.3％となりました。営業利益は前年同期比613百万円増加の3,299百万

円となり、経常利益は前年同期比635百万円増加の3,340百万円となりました。また、固定資産除却損等

の特別損失が前年同期比835百万円減少の165百万円となったことにより、税金等調整前四半期純利益は

前年同期比1,470百万円増加の3,175百万円となり、四半期純利益は前年同期比1,001百万円増加の1,779

百万円となりました。 

  

（資産）   

 流動資産は、現金及び預金が295百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が596百万円、商品が

889百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,155百万円増加しました。  

 固定資産は、有形固定資産が405百万円増加しましたが、保険積立金が946百万円減少したことなどに

より、前連結会計年度末に比べて130百万円減少しました。  

 （負債）   

 流動負債につきましては、未払法人税等が720百万円、１年内返済予定の長期借入金が389百万円それ

ぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて650百万円減少しました。  

 固定負債は、長期借入金が752百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて618百万円

増加しました。  

 （純資産）  

 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て1,056百万円増加しました。  

  

 平成24年４月10日に公表いたしました連結業績予想を変更しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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

   資産、負債及び純資産の状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,175 30,879

受取手形及び売掛金 3,784 4,381

商品 4,067 4,957

その他 1,094 1,065

貸倒引当金 △2 △7

流動資産合計 40,120 41,275

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,223 5,519

その他（純額） 1,652 1,762

有形固定資産合計 6,876 7,281

無形固定資産 38 55

投資その他の資産   

差入保証金 10,463 10,672

その他 3,026 2,263

貸倒引当金 △132 △132

投資その他の資産合計 13,357 12,803

固定資産合計 20,271 20,141

資産合計 60,392 61,416

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,946 10,148

短期借入金 720 810

1年内返済予定の長期借入金 1,840 1,451

未払法人税等 2,162 1,442

賞与引当金 850 845

引当金 331 127

その他 4,030 4,406

流動負債合計 19,881 19,231

固定負債   

長期借入金 6,118 6,871

引当金 600 647

資産除去債務 1,144 1,183

その他 3,387 3,167

固定負債合計 11,250 11,869

負債合計 31,132 31,100
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,181 3,181

資本剰余金 3,379 3,379

利益剰余金 20,024 21,144

自己株式 △1,143 △1,143

株主資本合計 25,441 26,561

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 12

繰延ヘッジ損益 △6 △14

為替換算調整勘定 △0 △0

その他の包括利益累計額合計 △7 △2

少数株主持分 3,826 3,757

純資産合計 29,259 30,316

負債純資産合計 60,392 61,416
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 38,985 43,714

売上原価 16,971 18,661

売上総利益 22,013 25,052

販売費及び一般管理費 19,327 21,753

営業利益 2,685 3,299

営業外収益   

受取利息 2 3

持分法による投資利益 11 7

負ののれん償却額 16 16

受取賃貸料 11 13

その他 30 55

営業外収益合計 71 96

営業外費用   

支払利息 40 45

その他 11 10

営業外費用合計 52 55

経常利益 2,705 3,340

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 95 102

減損損失 129 59

投資有価証券評価損 31 3

災害義援金等 96 －

災害による損失 31 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 613 －

その他 2 －

特別損失合計 1,000 165

税金等調整前四半期純利益 1,704 3,175

法人税、住民税及び事業税 1,259 1,336

法人税等調整額 △222 73

法人税等合計 1,037 1,410

少数株主損益調整前四半期純利益 667 1,764

少数株主損失（△） △110 △14

四半期純利益 778 1,779
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 667 1,764

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14 12

繰延ヘッジ損益 △45 △7

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

その他の包括利益合計 △31 4

四半期包括利益 636 1,769

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 740 1,784

少数株主に係る四半期包括利益 △104 △14
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(2) 店舗の状況（連結） 

 
  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

５．補足情報

 (1)セグメント別の販売実績（連結）

前第２四半期 
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

前年同期比

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日)

(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年８月31日)

百万円 百万円 ％

 衣料事業 31,725 35,154 110.8

 雑貨事業 7,186 8,471 117.9

 その他 73 87 118.9

  合   計 38,985 43,714 112.1

当第２四半期
連結累計期間

(自 平成24年３月１日
 至 平成24年８月31日)

前連結会計年度末の店舗数 652店

新規店舗数 39店

退店店舗数 16店

当四半期末の店舗数 675店
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