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(百万円未満切捨て)

１．2023年２月期第１四半期の連結業績（2022年３月１日～2022年５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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年２月期第１四半期 39,183 － 4,423 146.6 4,561 159.5 3,069 198.0
2022年２月期第１四半期 31,210 97.1 1,793 － 1,757 － 1,030 －

(注)包括利益 2023年２月期第１四半期 3,062百万円( 194.1％) 2022年２月期第１四半期 1,041百万円( －％)

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

2023年２月期第１四半期 69.88 －
2022年２月期第１四半期 23.45 －

　

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用してお

り、2023年2月期第１四半期に係る売上高につきましては、対前年同四半期増減率は記載しておりません。詳細につきまして

は、添付資料７ページ「(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご参照ください。

（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 ％

2023年２月期第１四半期 99,563 48,255 48.4
2022年２月期 93,728 47,389 50.5

(参考) 自己資本 2023年２月期第１四半期 48,211百万円 2022年2月期 47,328百万円

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

2022年２月期 　－ 0.00 － 50.00 50.00

2023年２月期 －

2023年２月期(予想) 0.00 － 50.00 50.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

３．2023年２月期の連結業績予想（2022年３月１日～2023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) 76,000 － 6,500 129.0 6,600 136.2 4,100 183.8 93.34
通 期 154,000 － 10,800 43.6 11,000 43.6 6,600 64.9 150.25

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用してお

り、売上高につきましては、当該会計基準適用前の2022年２月期の実績値に対する増減率は記載しておりません。

　　



※ 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
　

　

（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 ： 有

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) 2023年２月期１Ｑ 46,272,000株 2022年２月期 46,272,000株

② 期末自己株式数 2023年２月期１Ｑ 2,346,288株 2022年２月期 2,346,244株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年２月期１Ｑ 43,925,749株 2022年２月期１Ｑ 43,925,796株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。

※ 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。
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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１四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年５月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウ

イルス新規感染者数の減少及び３月下旬にまん延防止等重点措置が全面的に解除となったことにより、個人消費

が徐々に持ち直してきております。しかしながら、原材料価格の高騰や急激な円安の進行などにより先行きは未

だ不透明な状況にあります。

このような事業環境のもと、当社は新型コロナウイルス感染症拡大当初より進めてまいりましたＥＣの販売強

化に引き続き取り組むとともに、「高感度ライフスタイル提案型生活産業」を目指した取り組みを進めてまいり

ました。これらの施策により、衣料事業の売上高は、前年同期比5,267百万円増加の25,228百万円、雑貨事業の

売上高は、前年同期比2,701百万円増加の13,925百万円となりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比7,973百万円増加の39,183百万円となりまし

た。利益面につきましては、営業利益は前年同期比2,629百万円増加の4,423百万円、経常利益は前年同期比

2,803百万円増加の4,561百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比2,039百万円増加の3,069百万

円となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期

間の期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間の売上高は878百万円（内、衣料事業は823百万円、雑貨

事業は54百万円）減少しております。営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、親会社株主に帰属する

四半期純利益には影響ありません。詳細につきましては、「２．四半期財務諸表及び主な注記（３）四半期連結

財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」及び「３．補足情報（１）セグメント別の販売実績」をご参照

ください。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、現金及び預金が906百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が4,108百万円、商品及び製品が

783百万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4,393百万円増加しました。

固定資産は、建物及び構築物が1,097百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,441百万円

増加しました。

（負債）

流動負債は、ポイント引当金が545百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が1,672百万円、１年以内返済

予定の長期借入金が210百万円、賞与引当金が1,235百万円、その他流動負債が2,034百万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4,380百万円増加しました。

固定負債は、長期リース債務が130百万円減少しましたが、長期借入金が333百万円、資産除去債務が365百万円

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588百万円増加しました。

（純資産）

純資産は、利益剰余金が873百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて865百万円増加しまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期の業績を踏まえまして、2022年4月12日に「2022年２月期 決算短信」で公表いたしました業績予

想を修正しております。詳細に関しましては、本日公表の「2023年２月期第２四半期連結累計期間業績予想と通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　



株式会社パルグループホールディングス(2726) 2023年２月期 第１四半期決算短信

3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 52,250 51,344

受取手形及び売掛金 6,342 10,451

商品及び製品 10,736 11,519

その他 530 938

流動資産合計 69,859 74,253

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,823 5,921

その他（純額） 1,784 1,923

有形固定資産合計 6,608 7,845

無形固定資産 467 476

投資その他の資産

差入保証金 12,064 11,774

その他 4,993 5,477

貸倒引当金 △265 △265

投資その他の資産合計 16,792 16,987

固定資産合計 23,868 25,309

資産合計 93,728 99,563

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,366 22,039

短期借入金 250 250

1年内返済予定の長期借入金 5,382 5,593

未払法人税等 1,940 1,815

賞与引当金 1,777 3,013

ポイント引当金 681 136

引当金 204 102

その他 5,729 7,764

流動負債合計 36,334 40,715

固定負債

長期借入金 5,794 6,128

退職給付に係る負債 1,312 1,339

引当金 130 131

資産除去債務 1,753 2,118

その他 1,012 874

固定負債合計 10,004 10,592

負債合計 46,339 51,308
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,181 3,181

資本剰余金 4,478 4,478

利益剰余金 41,943 42,817

自己株式 △2,173 △2,173

株主資本合計 47,430 48,303

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △16 △12

退職給付に係る調整累計額 △85 △81

その他の包括利益累計額合計 △101 △93

非支配株主持分 60 45

純資産合計 47,389 48,255

負債純資産合計 93,728 99,563
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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 2021年３月１日
　至 2021年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
　至 2022年５月31日)

売上高 31,210 39,183

売上原価 13,115 16,585

売上総利益 18,094 22,598

販売費及び一般管理費 16,300 18,175

営業利益 1,793 4,423

営業外収益

受取利息 0 0

持分法による投資利益 － 79

受取ロイヤリティー 7 7

為替差益 2 －

新型コロナウイルス感染症による助成金収入 － 43

その他 12 37

営業外収益合計 23 167

営業外費用

支払利息 30 23

貸倒引当金繰入額 14 －

持分法による投資損失 5 －

その他 9 6

営業外費用合計 59 29

経常利益 1,757 4,561

特別損失

固定資産除却損 40 0

減損損失 63 17

特別損失合計 103 18

税金等調整前四半期純利益 1,654 4,543

法人税、住民税及び事業税 586 1,824

法人税等調整額 37 △335

法人税等合計 624 1,488

四半期純利益 1,030 3,054

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △15

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,030 3,069
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四半期連結包括利益計算書

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 2021年３月１日
　至 2021年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
　至 2022年５月31日)

四半期純利益 1,030 3,054

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △0

為替換算調整勘定 2 3

退職給付に係る調整額 6 3

持分法適用会社に対する持分相当額 1 1

その他の包括利益合計 10 7

四半期包括利益 1,041 3,062

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,041 3,077

非支配株主に係る四半期包括利益 － △15

　



株式会社パルグループホールディングス(2726) 2023年２月期 第１四半期決算短信

7

（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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は下記の通りです。

①自社ポイントに係る収益認識

　当社のポイント制度に基づき、顧客への商品販売に伴い付与するポイントについて、従来は、付与するポ

イントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポイント引当

金繰入額を「販売費及び一般管理費」に計上しておりましたが、売上に連動して付与したポイントを履行義

務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された取引価格の配分額を契約負債として収益から繰

り延べ、顧客のポイント利用に伴い収益を認識する方法に変更しております。

②他社ポイント等に係る収益認識

　他社が運営するポイント制度等の顧客に支払われる対価について、従来は「販売費及び一般管理費」に計

上しておりましたが、顧客から受け取る額から取引先へ支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変

更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、

当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており

ます。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高、売上総利益、販売費及び一般管理費が878百万円減少して

おりますが、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、親会社株主に帰属する四半期純利益に与え

る影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示し

ていた「ポイント引当金」の内、売上に連動して付与したポイントに相応する金額については、当第１四半

期連結会計期間より「契約負債」として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示

方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12

号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客と

の契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する

会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定

会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

　なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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３．補足情報

（１）セグメント別の販売実績

　 前第１四半期
　 連結累計期間
（自 2021年３月１日
　至 2021年５月31日）

　 当第１四半期
　 連結累計期間
（自 2022年３月１日
　至 2022年５月31日）

衣料事業

百万円

19,961

　 百万円

25,228

雑貨事業 11,224 13,925

その他 24 29

合 計 31,210 39,183

(注) 会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益

認識に関する会計処理方法を変更したため、セグメントの収益の算定方法を同様に変更しております。このた

め当該基準等を適用する前の前第１四半期連結累計期間の売上高に対する増減率は記載しておりません。

　 当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の売上高は、「衣料事業」が823百万円、

「雑貨事業」が54百万円減少しております。「その他」には影響ありません。

（２）店舗の状況（連結）

　 当第１四半期
　 連結累計期間
（自 2022年３月１日
　至 2022年５月31日）

前連結会計年度末の店舗数
新規店舗数
退店店舗数
当四半期末の店舗数

　 902店
　 39店
　 8店
　 933店

　


