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(百万円未満切捨て)
１．2021年２月期の連結業績（2020年３月１日～2021年２月28日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年２月期 108,522 △17.9 1,383 △84.7 1,052 △88.5 270 △96.1

2020年２月期 132,163 1.3 9,067 14.3 9,168 17.1 7,028 47.6
(注) 包括利益 2021年２月期 7百万円(△99.9％) 2020年２月期 6,858百万円( 42.5％)
　

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

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年２月期 6.16 － 0.6 1.0 1.3

2020年２月期 159.74 － 15.9 10.0 6.9
(参考) 持分法投資損益 2021年２月期 △287百万円 2020年２月期 158百万円
　

当社は、2020年３月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、１株当たり当期純利益は、前連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
　

（２）連結財政状態

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

2021年２月期 108,186 44,351 41.0 1,009.69

2020年２月期 94,954 46,627 49.1 1,059.78
(参考) 自己資本 2021年２月期 44,351百万円 2020年２月期 46,627百万円
　

当社は、2020年３月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、１株当たり純資産は、前連結会計

年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。
　

（３）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
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年２月期 1,450 △1,188 10,098 63,088

2020年２月期 14,705 △3,543 △4,068 52,727

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年２月期(※) － 0.00 － 100.00 100.00 2,199 31.3 5.0
2021年２月期 － 0.00 － 25.00 25.00 1,098 405.8 2.4
2022年２月期(予想) － 0.00 － 50.00 50.00 56.3

※当社は、2020年３月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、2020年2月期の期末配当100円は、
　株式分割後では１株当たり50円に相当いたします。

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属す

る当期純利益
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(累計) 63,000 39.5 1,850 － 1,700 － 800 － 18.21
通 期 134,000 23.5 7,400 434.8 7,100 574.3 3,900 1,340.4 88.79

　　



※ 注記事項

（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）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
　

　

（３）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) 2021年２月期 46,272,000株 2020年２月期 46,272,000株

② 期末自己株式数 2021年２月期 2,346,134株 2020年２月期 2,274,644株

③ 期中平均株式数 2021年２月期 43,928,952株 2020年２月期 43,997,450株
　

当社は、2020年３月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、期末発行済株式数、期末自己株式

数及び期中平均株式数は、前会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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。

　　



株式会社パルグループホールディングス(2726) 2021年２月期 決算短信

1

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………２

（１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………２

（２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………２

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………３

（４）今後の見通し ……………………………………………………………………………………３

２．連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………４

（１）連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………４

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………６

（３）連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………９

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………10

（５）連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………12

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………12

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………12

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………15

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………15

　



株式会社パルグループホールディングス(2726) 2021年２月期 決算短信

2

１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

①当連結会計年度の概況

当連結会計年度(2020年３月１日から2021年２月28日まで）におけるわが国経済は、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大により、消費、生産が大きく減少し、景気は急速に悪化いたしまし

た。１度目の緊急事態宣言解除後は、段階的に経済活動が再開され、政府による需要喚起策もあ

り、緩やかな回復の兆しがみられましたが、2021年１月に２度目の緊急事態宣言の発出、４月に

入り、まん延防止等重点措置が取られる等、先行きは未だ不透明な状況にあります。

このような事業環境のもと、当社では社員の健康面での安全を確保しつつ、店舗への来客数の

減少を補完すべく、ＥＣの販売強化に最注力してまいりました。インスタグラムをはじめ、様々

なデジタル媒体による当社商品の紹介に注力するとともに、ポイント付与の拡大や期間限定セー

ル等の施策を打つことにより、ＥＣ売上は前年比35%以上の増収となりましたが、2020年４月から

５月にかけての店舗の臨時休業並びにその後も継続して実施しておりました時間短縮営業の影響

は極めて大きく、衣料事業につきましては、売上高は前年比22.2％減少の75,540百万円、雑貨事

業につきましては、売上高は前年比5.9％減少の32,904百万円となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は前年比17.9％減少の108,522百万円となりました。利益

面につきましては、売上総利益率は前年比1.7ポイント減少の54.6％となりました。営業利益は前

年比7,683百万円減少の1,383百万円となり、経常利益は前年比8,115百万円減少の1,052百万円と

なりました。親会社株主に帰属する当期純利益は前年比6,757百万円減少の270百万円となりまし

た。

②当連結会計年度セグメント別の販売実績

セグメント 金額(百万円) 前年度比（％）

衣料事業 75,540 77.8

雑貨事業 32,904 94.1

その他の事業 77 83.1

　 合 計 108,522 82.1

③当連結会計年度の店舗の状況(2020年３月１日～2021年２月28日)

前連結会計年度末の店舗数 926店

新規店舗数 72店

退店店舗数 66店

当連結会計年度末の店舗数 932店

（２）当期の財政状態の概況

　（資産)

流動資産は、現金及び預金が10,360百万円、商品及び製品が1,879百万円、受取手形及び売掛金

が875百万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14,123百万円増加しま

した。固定資産は、繰延税金資産が505百万円増加しましたが、投資有価証券が1,040百万円、無

形固定資産が141百万円、リース資産が129百万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892百万円減少しました。
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（負債）流動負債は、短期借入金が13,206百万円、支払手形及び買掛金が3,875百万円それぞれ増

加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて16,177百万円増加しました。固定負債は、退

職給付に係る負債が203百万円増加しましたが、長期借入金が748百万円、リース債務が94百万円

減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて670百万円減少しました。

(純資産）

　純資産は利益剰余金が1,929百万円、その他有価証券評価差額金が184百万円減少したことなど

により、前連結会計年度末に比べて2,276百万円減少しました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動により取

得した資金が10,098百万円となったことなどにより、前連結会計年度末に比べて10,360百万円増

加し、63,088百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおり

であります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

前連結会計年度におきましては、営業活動の結果取得した資金は14,705百万円でありましたが、

当連結会計年度は、仕入債務が3,947百万円増加したこと、税金等調整前当期純利益が前期比

8,099百万円減少し504百万円となったこと、棚卸資産が1,892百万円増加したことなどにより、営

業活動の結果取得した資金は1,450百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

前連結会計年度におきましては、投資活動の結果使用した資金は3,543百万円でありましたが、

当連結会計年度は、投資有価証券売却による収入が830百万円、有形固定資産の取得による支出が

1,747百万円、資産除去債務の履行による支出が204百万円あったことなどにより、投資活動によ

り使用した資金は1,188百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

前連結会計年度におきましては、財務活動の結果使用した資金は4,068百万円でありましたが、

当連結会計年度は、配当金の支払額が2,199百万円、短期借入金が13,206百万円増加したことなど

により、財務活動により取得した資金は10,098百万円となりました。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年２月期 2018年２月期 2019年２月期 2020年２月期 2021年２月期

自己資本比率(％) 48.8 46.4 47.5 49.1 41.0

時価ベースの自己資本比率(％) 78.1 84.3 83.2 70.6 69.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) 251.7 382.2 175.7 111.2 2,004.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 38.7 43.1 83.1 129.1 12.2

自己資本比率 ： 自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

（４）今後の見通し

次期の見通しにつきましては、２度目の緊急事態宣言解除後、再度新規感染者数が増加してい

ることから、上半期はその影響を相当程度受けるものの、一方でワクチン接種が開始されており、

下半期はある程度の落ち着きを取り戻すとの想定のもと、売上高は前年比23.5%増の134,000百万

円、営業利益は前年比434.8%増の7,400百万円、経常利益は前年比574.3%増の7,100百万円、当期

純利益は1,340.4%増の3,900百万円を見込んでおります。
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２．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,727 63,088

受取手形及び売掛金 6,435 7,310

商品及び製品 7,829 9,709

原材料及び貯蔵品 18 31

その他 830 1,826

貸倒引当金 － △0

流動資産合計 67,842 81,966

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,022 6,078

機械装置及び運搬具（純額） 3 2

土地 546 546

リース資産（純額） 972 843

その他（純額） 234 206

有形固定資産合計 7,780 7,677

無形固定資産 690 549

投資その他の資産

投資有価証券 2,769 1,728

差入保証金 13,017 12,925

繰延税金資産 2,308 2,813

その他 794 804

貸倒引当金 △247 △279

投資その他の資産合計 18,641 17,992

固定資産合計 27,112 26,220

資産合計 94,954 108,186
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,814 24,688

短期借入金 1,794 15,000

1年内返済予定の長期借入金 4,698 5,198

未払費用 2,440 2,482

未払法人税等 276 88

賞与引当金 1,737 1,642

役員賞与引当金 427 14

返品調整引当金 0 0

ポイント引当金 314 468

その他 3,500 2,599

流動負債合計 36,004 52,181

固定負債

長期借入金 8,515 7,766

退職給付に係る負債 1,046 1,250

役員退職慰労引当金 134 126

長期未払金 49 29

リース債務 762 667

資産除去債務 1,743 1,795

繰延税金負債 4 2

その他 65 13

固定負債合計 12,323 11,652

負債合計 48,327 63,834

純資産の部

株主資本

資本金 3,181 3,181

資本剰余金 4,469 4,469

利益剰余金 40,969 39,040

自己株式 △2,088 △2,172

株主資本合計 46,531 44,518

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 183 △0

為替換算調整勘定 △22 △21

退職給付に係る調整累計額 △65 △144

その他の包括利益累計額合計 96 △166

純資産合計 46,627 44,351

負債純資産合計 94,954 108,186
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 132,163 108,522

売上原価 57,776 49,284

売上総利益 74,386 59,237

返品調整引当金繰入額 △0 △0

差引売上総利益 74,386 59,237

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び販売促進費 3,073 3,537

ポイント引当金繰入額 314 153

運送費及び保管費 4,142 4,302

貸倒引当金繰入額 △0 0

給料手当及び賞与 18,729 15,982

賞与引当金繰入額 1,737 1,642

役員賞与引当金繰入額 427 14

退職給付費用 140 161

役員退職慰労引当金繰入額 4 4

福利厚生費 3,404 3,345

賃借料 19,895 15,841

リース料 143 123

その他 13,307 12,745

販売費及び一般管理費合計 65,319 57,853

営業利益 9,067 1,383

営業外収益

受取利息 1 1

受取ロイヤリティー 5 25

受取賃貸料 14 12

持分法による投資利益 158 －

新型コロナウイルス感染症による助成金収入 － 33

その他 69 61

営業外収益合計 249 135

営業外費用

支払利息 112 117

貸倒引当金繰入額 17 32

持分法による投資損失 － 287

その他 18 28

営業外費用合計 148 465

経常利益 9,168 1,052

特別利益

投資有価証券売却益 － 333

特別利益合計 － 333
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

特別損失

固定資産除却損 162 87

減損損失 387 793

関係会社株式売却損 10 －

その他 3 1

特別損失合計 564 882

税金等調整前当期純利益 8,604 504

法人税、住民税及び事業税 2,134 682

法人税等調整額 △557 △448

法人税等合計 1,576 233

当期純利益 7,028 270

親会社株主に帰属する当期純利益 7,028 270
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

当期純利益 7,028 270

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △124 △184

為替換算調整勘定 △1 0

退職給付に係る調整額 △42 △59

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △19

その他の包括利益合計 △169 △262

包括利益 6,858 7

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 6,858 7

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

為替換算調

整勘定

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 3,181 4,469 35,811 △2,088 41,373 308 △19 △23 265 41,639

当期変動額

剰余金の配当 △1,869 △1,869 △1,869

親会社株主に帰属す

る当期純利益
7,028 7,028 7,028

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 0 0 0 0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△124 △3 △42 △169 △169

当期変動額合計 － 0 5,158 △0 5,157 △124 △3 △42 △169 4,988

当期末残高 3,181 4,469 40,969 △2,088 46,531 183 △22 △65 96 46,627

　当連結会計年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

為替換算調

整勘定

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 3,181 4,469 40,969 △2,088 46,531 183 △22 △65 96 46,627

当期変動額

剰余金の配当 △2,199 △2,199 △2,199

親会社株主に帰属す

る当期純利益
270 270 270

自己株式の取得 △83 △83 △83

自己株式の処分 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△184 1 △79 △262 △262

当期変動額合計 － － △1,929 △83 △2,013 △184 1 △79 △262 △2,276

当期末残高 3,181 4,469 39,040 △2,172 44,518 △0 △21 △144 △166 44,351
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 8,604 504

減価償却費 1,878 1,896

減損損失 387 793

貸倒引当金の増減額（△は減少） 173 32

受取利息及び受取配当金 △9 △10

支払利息 112 117

雇用調整助成金 － △1,021

持分法による投資損益（△は益） △158 287

売上債権の増減額（△は増加） △812 △875

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,590 △1,892

仕入債務の増減額（△は減少） 3,859 3,947

賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 101 △413

返品調整引当金の増減額（△は減少） △0 △0

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △174 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 238 153

有形固定資産除却損 166 88

投資有価証券売却損益（△は益） － △333

関係会社株式売却損益（△は益） 10 －

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） 887 △1,728

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 87 123

その他 370 147

小計 18,247 1,726

利息及び配当金の受取額 8 10

利息の支払額 △113 △118

雇用調整助成金の受取額 － 1,021

役員退職慰労金の支払額 △2 △12

補償金の受取額 242 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,677 △1,176

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,705 1,450
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,148 △1,747

投資有価証券の売却による収入 － 830

貸付けによる支出 △300 △50

貸付金の回収による収入 55 －

無形固定資産の取得による支出 △230 △84

差入保証金の差入による支出 △1,081 △674

差入保証金の回収による収入 1,150 741

関係会社株式の取得による支出 △1,829 －

資産除去債務の履行による支出 △158 △204

その他 △0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,543 △1,188

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） △1,856 13,206

長期借入れによる収入 1,920 1,052

長期借入金の返済による支出 △1,337 △1,301

自己株式の取得による支出 △0 △83

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △1,869 △2,199

割賦債務の返済による支出 △388 △79

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △536 △495

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,068 10,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,094 10,360

現金及び現金同等物の期首残高 45,633 52,727

現金及び現金同等物の期末残高 52,727 63,088
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（５）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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社グループでは、衣料品販売を主たる事業とし、雑貨販売も展開しており、それぞれ包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社グループは業態別のセグメントから構成さ

れており、商品形態及び経済的特徴を考慮した上で集約し、「衣料事業」及び「雑貨事業」の２

つを報告セグメントとしております。これらは、各々について分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものです。「衣料事業」は、衣料品等の小売（仕入販売）及び製造販売を行っており

ます。「雑貨事業」は、日用雑貨品等の小売（仕入販売）を行っております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント内の内部収益及び振替高は市場価

格に基づいております。なお、当社では報告セグメントに資産及び負債を配分しておりません。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
(単位：百万円)

報告セグメント
その他

(注）1
合計

調整額

(注）2

連結財務諸

表計上額

（注）3衣料事業 雑貨事業 計

売上高

外部顧客への売上高 97,102 34,968 132,070 92 132,163 － 132,163

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 172 172 △172 －

計 97,102 34,968 132,070 265 132,335 △172 132,163

セグメント利益又は損失(△） 6,701 2,329 9,031 1 9,032 34 9,067

その他の項目

　減価償却費 1,368 509 1,877 1 1,878 － 1,878

のれん償却額 18 － 18 － 18 － 18

(注)1.「その他」に含まれる事業は、人材派遣業等であります。

2.調整額は、全てセグメント間取引消去によるものであります。

3.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
(単位：百万円)

報告セグメント
その他

(注）1
合計

調整額

(注）2

連結財務諸

表計上額

（注）3衣料事業 雑貨事業 計

売上高

外部顧客への売上高 75,540 32,904 108,445 77 108,522 － 108,522

セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 － 0 153 154 △154 －

計 75,540 32,904 108,445 231 108,677 △154 108,522

セグメント利益又は損失(△） △759 2,144 1,384 △30 1,354 29 1,383

その他の項目

　減価償却費 1,354 539 1,893 2 1,896 － 1,896

のれん償却額 18 － 18 － 18 － 18

(注)1.「その他」に含まれる事業は、人材派遣業等であります。

2.調整額は、全てセグメント間取引消去によるものであります。

3.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しており

ます。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超

えるため、記載を省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客ごとの売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記

載を省略しております。

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しており

ます。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超

えるため、記載を省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客ごとの売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記

載を省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸

表計上額
衣料事業 雑貨事業 計

減損損失 273 114 387 ― 387 ― 387

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸

表計上額
衣料事業 雑貨事業 計

減損損失 611 181 793 ― 793 ― 793

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸

表計上額
衣料事業 雑貨事業 計

(のれん）

当期償却額 18 ― 18 ― 18 ― 18

当期末残高 49 ― 49 ― 49 ― 49

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸

表計上額
衣料事業 雑貨事業 計

(のれん）

当期償却額 18 ― 18 ― 18 ― 18

当期末残高 31 ― 31 ― 31 ― 31

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

　該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

１株当たり純資産 1,059円78銭 1,009円69銭

１株当たり当期純利益 159円74銭 6円16銭

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。

２ 当社は、2020年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま
す。そのため、１株当たり純資産及び１株当たり当期純利益は、前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

３ 算定上の基礎
　(1) １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

純資産の部の合計(百万円) 46,627 44,351

普通株式に係る純資産(百万円) 46,627 44,351

普通株式の発行済株式数(株) 46,272,000 46,272,000

普通株式の自己株式数(株) 2,274,644 2,346,134

１株当たり純資産の算定に用いられた普通
株式の数(株) 43,997,356 43,925,866

　(2) １株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 7,028 270

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円) 7,028 270

普通株式の期中平均株式数(株) 43,997,450 43,928,952

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

　


