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(百万円未満切捨て)

１．2023年２月期第２四半期の連結業績（2022年２月21日～2022年８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)

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２四半期 9,254 7.7 422 - 486 - 461 -

2022年２月期第２四半期 8,597 2.7 △311 - △317 - △506 -

(注) 包括利益 2023年２月期第２四半期 461百万円 ( -％) 2022年２月期第２四半期 △506百万円 ( -％)

　

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２四半期 38.54 35.66

2022年２月期第２四半期 △42.46 -
（注）１.「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２四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。

２.前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの
１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

（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２四半期 9,239 1,145 12.3

2022年２月期 9,218 418 4.2

(参考) 自己資本 2023年２月期第２四半期 1,132百万円 2022年２月期 382百万円

（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２四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となって
おります。

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 - 0.00 0.00

2023年２月期 - 0.00

2023年２月期(予想) - 0.00 0.00

(注) １.直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
２.上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株

式（非上場）の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

　



３．2023年２月期の連結業績予想（2022年２月21日～2023年２月20日）
(％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

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 17,400 △2.8 450 - 500 - 490 - 40.88

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※ 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 ： 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２Ｑ 12,051,384株 2022年２月期 12,051,384株

② 期末自己株式数 2023年２月期２Ｑ 23,816株 2022年２月期 122,755株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年２月期２Ｑ 11,985,175株 2022年２月期２Ｑ 11,920,945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趣旨のものではなく、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。

　

　

　



種類株式の配当の状況

　普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

Ａ種優先株式
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 - - - - -

2023年２月期 - 0.00

2023年２月期(予想) - 55,000.00 55,000.00
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月下旬に新型コロナの感染拡大が一服し行動制
限の緩和により、ゴールデンウイークには各地で人流が回復するなど経済活動が活発化しましたが、そ
の後７月中旬の感染再拡大を受け、行動制限はないものの再び経済活動は停滞しました。また、ウクラ
イナ情勢の緊迫化、中国の都市封鎖によるサプライチェーンの混乱、円安、資源高の影響による景気の
下振れリスク等もあり、全体的に回復基調ではあるものの景気の先行きは不透明な状況が継続しており
ます。
当社グループが属する専門店業界におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による行動制限が

緩和されたこともあり、外出着需要は一定程度回復しましたが、コロナ禍によって消費者が衣料に求め
る要素は変化し、アウトドアで自然に触れたり健康を意識する傾向が強まりました。また、ネット通販
は今後も拡大傾向は続くものの、実際に試着のできるリアル店舗との連動性を求める消費者が増えるな
どの変化も見られます。このような環境の中、当社グループにおきましては、業績の早期回復と収益体
質の抜本的な改革を目的とした「中期経営計画」を策定し、強いアパレルの再構築と好調な雑貨事業の
拡大による収益の２本柱体制への事業構造改革を推進するとともに、仕入れと在庫の適正化のためのガ
バナンス体制の強化などの各施策を進めて参りました。
当第２四半期連結累計期間におきましては、３月中は例年より気温が低く推移したことで、客数が伸

び悩みましたが、３月下旬に「まん延防止等重点措置」が全面的に解除され、ゴールデンウイークには
コロナ禍において初めて行動制限のない状態で営業をすることが出来ました。その後、６月末には早期
の梅雨明けによる気温上昇に伴い夏物販売が好調に推移し、７月中旬以降に感染第７波が再拡大しまし
たが、これまでとは違い行動制限のない夏休み、お盆となり、客数の落ち込みは軽微にとどまりまし
た。特にアパレル事業におきましては、ゴールデンウイーク前に気温が上昇したことや、早期に梅雨明
けした６月末以降に猛暑となったことで客数が回復傾向となり、初夏・夏シーズン商品の需要が高まり
売上を伸ばすことが出来ました。また雑貨事業におきましても、300円均一雑貨ショップの
「illusie300」において、冷感素材の夏シーズン商品が気温の上昇とともに販売が伸びるほか、不織布
のマスクを中心とした衛生関連の商品も安定した売上確保につながるなど堅調な推移となりました。
「illusie300」においては、新規出店３店舗のほかアパレル店舗からの業態変更を11店舗実施するな
ど、積極的な事業構造改革により収益の２本柱体制への移行を推し進めて参りました。
以上のような状況から、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた前年からの反動もあり、全社

の既存店売上高前年比は、114.4％となりましたが、既存店ベースにおけるコロナ前との比較では80％
程度の回復にとどまっております。
店舗の出退店におきましては、新規に３店舗を出店し、62店舗を退店した結果、当第２四半期連結累

計期間末の店舗数は、321店舗となりました。また、ＦＣ（フランチャイズ）事業につきましては１店
舗退店し、当第２四半期連結累計期間末は８店舗となりました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は92億54百万円（前年同期比7.7％増）、営

業利益４億22百万円（前年同期は営業損失３億11百万円）、経常利益は４億86百万円（前年同期は経常
損失３億17百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億61百万円（前年同期は親会社株主に帰
属する四半期純損失５億６百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）
　当第２四半期連結会計期間末の総資産は92億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ21百万円増加
しました。これは主に、季節的要因による預け金２億34百万円の増加、貸倒引当金77百万円及び退店に
伴う差入保証金２億61百万円の減少によるものであります。

（負債）
　当第２四半期連結会計期間末の負債は80億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億５百万円減
少しました。これは主に、電子記録債務２億18百万円、未払費用３億23百万円及び退店等に伴う資産除
去債務１億34百万円の減少によるものであります。

（純資産）
　当第２四半期連結会計期間末の純資産は11億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億26百万円
増加しました。これは主に、株式の発行等に伴う資本剰余金２億67百万円及び親会社株主に帰属する四
半期純利益の計上に伴う利益剰余金４億61百万円の増加によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当連結会計年度の業績予想につきましては、2022年９月20日に公表しております「連結業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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：千円)

前連結会計年度
(2022年２月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,209,720 2,524,159

売掛金 119,702 155,842

預け金 678,619 912,821

商品 1,808,856 1,762,696

貯蔵品 20,947 24,607

１年内回収予定の差入保証金 792,154 514,239

その他 77,870 67,066

流動資産合計 5,707,871 5,961,433

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 906,299 901,253

工具、器具及び備品（純額） 155,930 148,028

建設仮勘定 1,783 -

有形固定資産合計 1,064,013 1,049,282

無形固定資産

ソフトウエア 82,898 66,951

その他 541 541

無形固定資産合計 83,440 67,493

投資その他の資産

投資有価証券 5,100 4,800

長期前払費用 43,631 35,572

差入保証金 2,360,364 2,099,345

繰延税金資産 29,296 24,040

その他 8,586 4,185

貸倒引当金 △83,970 △6,447

投資その他の資産合計 2,363,007 2,161,495

固定資産合計 3,510,461 3,278,271

資産合計 9,218,333 9,239,705
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年２月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年８月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 950,357 1,003,165

電子記録債務 2,167,985 1,949,270

設備関係電子記録債務 68,357 36,877

短期借入金 2,250,000 2,350,000

１年内返済予定の長期借入金 537,500 937,500

未払金 194,726 124,058

未払費用 857,528 534,125

未払法人税等 15,434 7,374

未払消費税等 111,514 155,142

預り金 92,838 95,873

資産除去債務 239,454 105,389

その他 12,810 6,976

流動負債合計 7,498,506 7,305,753

固定負債

長期借入金 700,000 200,000

資産除去債務 588,304 577,133

長期未払金 13,043 11,385

固定負債合計 1,301,347 788,519

負債合計 8,799,854 8,094,272

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 1,981,989 2,249,217

利益剰余金 △1,673,877 △1,212,003

自己株式 △25,501 △4,947

株主資本合計 382,609 1,132,266

新株予約権 35,869 13,166

純資産合計 418,479 1,145,432

負債純資産合計 9,218,333 9,239,705
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月21日
　至 2022年８月20日)

売上高 8,597,079 9,254,979

売上原価 3,977,866 4,335,006

売上総利益 4,619,213 4,919,973

販売費及び一般管理費 4,930,892 4,497,145

営業利益又は営業損失(△) △311,679 422,828

営業外収益

受取利息 135 109

債務勘定整理益 2,521 5,119

貸倒引当金戻入額 2,312 77,523

その他 1,164 5,339

営業外収益合計 6,133 88,091

営業外費用

支払利息 5,819 23,000

支払手数料 5,467 35

為替差損 771 -

その他 358 1,770

営業外費用合計 12,416 24,805

経常利益又は経常損失(△) △317,962 486,114

特別利益

雇用調整助成金 14,709 966

賃貸借契約解約損戻入益 - 14,007

特別利益合計 14,709 14,974

特別損失

固定資産処分損 5,668 10,777

減損損失 55,356 9,475

休業手当 13,846 739

賃貸借契約解約損 37,535 1,333

災害による損失 - 4,258

特別損失合計 112,406 26,584

税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前四半期純損失(△)

△415,659 474,504

法人税、住民税及び事業税 11,783 7,374

法人税等調整額 78,694 5,256

法人税等合計 90,477 12,630

四半期純利益又は四半期純損失(△) △506,137 461,874

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

△506,137 461,874
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月21日
　至 2022年８月20日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) △506,137 461,874

四半期包括利益 △506,137 461,874

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △506,137 461,874

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月21日
　至 2022年８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又は税金等調整前四
半期純損失(△)

△415,659 474,504

減価償却費 123,146 108,889

減損損失 55,356 9,475

長期前払費用償却額 15,013 9,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,312 △77,523

賞与引当金の増減額（△は減少） △780 -

受取利息及び受取配当金 △135 △109

支払利息 5,819 23,000

支払手数料 5,467 35

雇用調整助成金 △14,709 △966

休業手当 13,846 739

災害による損失 - 4,258

補助金収入 - △1,400

固定資産処分損益（△は益） 634 5,587

売上債権の増減額（△は増加） △215,942 △270,341

棚卸資産の増減額（△は増加） △363,008 40,525

仕入債務の増減額（△は減少） △39,900 △165,907

その他 12,000 △366,230

小計 △821,164 △205,487

利息及び配当金の受取額 135 109

利息の支払額 △6,597 △38,773

雇用調整助成金の受取額 1,345 966

休業手当の支払額 △13,846 △739

補助金の受取額 - 4,988

法人税等の支払額 △12,182 △15,434

法人税等の還付額 3,828 887

営業活動によるキャッシュ・フロー △848,482 △253,483

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 △81,309 △127,591

無形固定資産の取得による支出 △1,768 △1,440

従業員に対する貸付金の回収による収入 723 387

長期前払費用の取得による支出 △5,962 △2,013

差入保証金の差入による支出 △40,137 △20,168

差入保証金の回収による収入 282,899 551,826

その他 △14,403 △98,105

投資活動によるキャッシュ・フロー 140,040 302,895
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月21日
　至 2022年８月20日)

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） 400,000 100,000

長期借入れによる収入 100,000 -

長期借入金の返済による支出 △362,500 △100,000

株式の発行による収入 - 265,000

配当金の支払額 △78 △17

支払手数料の支払額 △5,467 △35

ストックオプションの行使による収入 18 99

自己株式の取得による支出 △27 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 131,945 265,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △576,496 314,438

現金及び現金同等物の期首残高 2,135,678 2,209,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,559,182 2,524,159
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（４）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）

　当社グループは、前連結会計年度（2021年２月21日～2022年２月20日）において、営業損失709,581

千円、経常損失674,885千円、親会社株主に帰属する当期純損失1,393,794千円を計上し、前連結会計年

度末の連結貸借対照表の純資産額は418,479千円、自己資本比率4.2％となりました。この結果、前連結

会計年度末の１年内返済予定の長期借入金の一部187,500千円に付されている財務制限条項に抵触する

状況となりましたが、一旦、金融機関からは前連結会計年度末の状況による期限の利益の喪失に係る権

利の放棄を得ております。

　2022年５月25日に開催したバンクミーティングにおいて、2023年５月19日まで融資残高を維持するこ

とについて、全ての金融機関からの同意を得ております。この結果、短期借入金及び１年内返済予定の

長期借入金2,887,500千円につきまして、2023年５月19日が返済期日となっております。

　当第２四半期連結累計期間（2022年２月21日～2022年８月20日）においては、営業利益422,828千円、

経常利益486,114千円、親会社株主に帰属する四半期純利益461,874千円を計上しており、当社グループ

の業績は回復基調にあるものの、当第２四半期連結会計期間末において、流動負債合計7,305,753千円

は流動資産合計5,961,433千円を超過している状態であり、不測の事態が発生すれば、手許流動性の資

金確保に支障が生じる可能性があります。

　以上により、当第２四半期連結会計期間末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が存在しております。

　このような状況下、当社グループは、当該状況の解消または改善のために、下記のような対応策を講

じております。

　１． 事業再構築計画

　当社グループでは、キャッシュの流出を防ぎ、赤字額の削減を目的に、前連結会計年度において49店

舗を閉店しましたが、当連結会計年度においても、事業再構築計画に基づき96店舗の不採算店の閉店を

計画しております。既に当第２四半期連結累計期間において、62店舗の閉店が完了しましたが、今後も

引き続き計画の推進をベースに直近の業績推移を考慮して進捗させる方針です。

　一方で、安定して収益拡大が進んでいる300円均一雑貨ショップの「illusie300」は、新規出店を加

速させるだけでなく、アパレル店舗からの業態変更についても成功事例が蓄積されており今後も積極的

に行い、強いアパレルの再構築と雑貨ビジネスの確立により成長性と安定性を兼ね備えた収益基盤の構

築を実現して参ります。

　また、経費削減策に関して、計画通り推進すべく週次及び月次での進捗確認を継続し、支出を最小限

に抑えるよう取り組みを継続して参ります。

　２． 資金調達施策等

　全ての金融機関から、融資残高の維持の更新及び支援の継続と今後の借入金の返済方針について同意

を得られ、一部の金融機関から設定頂いていた当座貸越枠につきましても、契約を延長して頂いており

ます。

　また、2022年６月30日に第三者割当によるＡ種優先株式の発行による265,000千円の新たな資本調達

が完了しております。

　以上の対応策の実施により、事業面及び財務面での安定化を図り、当該状況の解消、改善に努めてお

ります。しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、新型コロナウイルス感染症の影響及び収益

改善施策の成果によっては、売上高及び営業損益の回復に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　また、事業再構築計画の遂行が取引金融機関各行からの継続支援の前提条件であることから、随時、

進捗を共有して金融機関からも助言等を頂きながら推進して参りますが、事業再構築計画の結果等によ

っては、当社グループの資金繰りに重要な影響を及ぼす可能性があります。これらの状況から、継続企

業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

　なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　2022年５月12日開催の定時株主総会の決議に基づき、Ａ種優先株式を発行し、2022年６月30日付で近

畿中部広域復興支援投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込を受けました。この結果、資本金

及び資本準備金がそれぞれ132,500千円増加いたしました。

　また、会社法第447条第１項及び第３項並びに第448条第１項及び第３項の規定に基づき、2022年６

月30日付でＡ種優先株式の払込に伴う資本金及び資本準備金増加分の全部をそれぞれ減少し、その他資

本剰余金へ振り替えております。

（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）及び「収益認識に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）（以下、「収益認識会計基
準等」という。）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
とといたしました。
　当会計基準の適用による当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える主な影響は以下
のとおりであります。

　 （自社ポイント制度に係る収益認識）
　顧客への販売に伴って付与する自社ポイントを従来広告宣伝費として「販売費及び一般管理費」
に計上しておりましたが、顧客への販売とは別個の履行義務として識別し、顧客から受け取る対価
を当該履行義務に配分したのち、顧客がポイントを行使した際に収益を認識する方法に変更してお
ります。

　 （代理人取引に係る収益認識）
　一部の販売取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりました
が、顧客への販売取引における当社の役割（本人又は代理人）を判断した結果、代理人に該当する
取引については当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引い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、収益認識会計基準第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２四半期連結累計期間の売上高は98,342千円減少し、売上原価は95,921千円減少

し、販売費及び一般管理費は2,421千円減少しております。また、期首利益剰余金に与える影響はあ
りません。
なお、「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２四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「時価算定会計基
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いた
しました。なお、この変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。

　



パレモ・ホールディングス株式会社(2778) 2023年２月期 第２四半期決算短信

12

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）
新型コロナウイルス感染症については、今後の収束時期等は依然として不透明な状況が続いており

ますが、当社グループの業績に与える影響については、下期以降に徐々に人流が回復することを想定
しております。
また、当連結会計年度においては、不採算店舗の撤退や、経費の節減等、構造改革を進めることに

より、当社グループの業績は一定の回復が見込まれるという仮定のもとで、見積りに影響を及ぼすと
考えられる入手可能な情報を総合的に勘案し、固定資産の減損における将来キャッシュ・フローや、
繰延税金資産の回収可能性等を判断して会計上の見積りを行っております。なお、新型コロナウイル
ス感染症による経済活動への影響は不確実性が高いため、将来における実績値に基づく結果がこれら
の見積り及び仮定とは異なる可能性があります。

　（財務制限条項）
当連結会計年度末の１年内返済予定の長期借入金のうち187,500千円には、以下の財務制限条項が

付されております。
・2019年２月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部
の合計額を、2018年２月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の
末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。
・2019年２月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の
金額を０円以上に維持すること。
なお、前連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関から期限の利

益の喪失に係る権利の放棄を得ております。

　


