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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第42期

第３四半期
連結累計期間

第43期
第３四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自　平成25年３月１日
至　平成25年11月30日

自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日

自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日

売上高 (百万円) 72,879 79,195 100,033

経常利益 (百万円) 4,588 6,516 6,013

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,365 3,570 2,910

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,369 3,579 2,735

純資産額 (百万円) 32,844 35,694 33,231

総資産額 (百万円) 72,556 81,813 66,180

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 107.54 162.32 132.31

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 42.5 41.2 47.2
 

 

回次
第42期

第３四半期
連結会計期間

第43期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成25年９月１日
至　平成25年11月30日

自　平成26年９月１日
至　平成26年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 44.17 69.87
 

(注) 1.　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

2.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間(平成26年３月１日から平成26年11月30日まで）におけるわが国経済は、政府の経済

対策等により緩やかな回復基調が続きましたが、個人消費に消費税率引き上げの影響等による鈍化が見られ、景気

の先行きは不透明な状況が続いています。

　このような事業環境のもと、当企業集団は業態の確立と出店の促進とを積極的に行うとともに、業態変更による

既存店の活性化と不採算店舗の撤退とを推し進め、業容の拡大と経営効率の改善に努めてまいりました。

　衣料事業におきましては、積極的なブランドプロモーションを展開するとともに、ＭＤの改革を推進し、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ほか、出店を78店舗行うなどした結果、売上高は前年同

期比6.7％増加の60,958百万円となりました。また、雑貨事業につきましても、知名度向上による旺盛な出店要請

に呼応して32店舗出店するなどした結果、売上高は前年同期比15.9％増加の18,136百万円となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比8.7％増加の79,195百万円となりました。

利益面につきましては、ＭＤの改革の推進等により、売上総利益率は前年比1.9ポイント増加の57.7％となりま

した。営業利益は前年同期比2,005百万円増加の6,566百万円となり、経常利益は前年同期比1,927百万円増加の

6,516百万円となりました。四半期純利益は前年同期比1,204百万円増加の3,570百万円となりました。

 

（2）財政状態の分析

（資産）　

流動資産は、現金及び預金が5,637百万円、受取手形及び売掛金が3,656百万円、商品が4,325百万円それぞれ増

加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて13,648百万円増加しました。

固定資産は、建物及び構築物が1,015百万円、差入保証金が740百万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1,983百万円増加しました。

（負債）　

流動負債につきましては、１年内返済予定の長期借入金が636百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が

7,907百万円、未払法人税等が548百万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10,103百万

円増加しました。

固定負債は、長期借入金が2,274百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて3,065百万円増加し

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2,463百万円増加しました。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

（4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 86,400,000

計 86,400,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年１月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,136,000 23,136,000
東京証券取引所
(市場第一部）

単元株式数は100株であります。

計 23,136,000 23,136,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年９月１日～
平成26年11月30日

― 23,136 ― 3,181 ― 3,379
 

 

(6) 【大株主の状況】

　   当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（ 自 己 保 有 株
式）　　　　　　
普通株式1,140,100

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

21,908,600
219,086 ―

単元未満株式 普通株式　 87,300 ― ―

発行済株式総数 23,136,000 ― ―

総株主の議決権 ― 219,086 ―
 

(注) 1.　「完全議決権株式(その他）」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそ

れぞれ900株（議決権９個）及び14株含まれています。

2.　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式94株が含まれております。

3.　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

② 【自己株式等】

  平成26年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社パル

大阪市中央区北浜三丁目
５番29号

1,140,100 ― 1,140,100 4.93

計 ― 1,140,100 ― 1,140,100 4.93
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成26年９月１日から平成

26年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年３月１日から平成26年11月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任あずさ監査法人より四半期レビューを受けております。
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１ 【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28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 33,044 38,681

  受取手形及び売掛金 4,146 7,802

  商品 5,955 10,280

  その他 1,241 1,274

  貸倒引当金 △46 △49

  流動資産合計 44,340 57,989

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 6,116 7,132

   その他（純額） 1,936 2,132

   有形固定資産合計 8,053 9,265

  無形固定資産 61 73

  投資その他の資産   

   差入保証金 11,801 12,542

   その他 2,041 2,064

   貸倒引当金 △118 △121

   投資その他の資産合計 13,724 14,485

  固定資産合計 21,839 23,823

 資産合計 66,180 81,813

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 11,455 ※1  19,363

  短期借入金 782 600

  1年内返済予定の長期借入金 2,849 2,213

  未払法人税等 1,008 1,557

  賞与引当金 955 702

  引当金 233 224

  その他 4,576 7,303

  流動負債合計 21,861 31,965

 固定負債   

  長期借入金 5,628 7,903

  引当金 742 744

  資産除去債務 1,264 1,436

  その他 3,451 4,068

  固定負債合計 11,087 14,153

 負債合計 32,949 46,118
 

 

EDINET提出書類

株式会社パル(E03387)

四半期報告書

 7/16



 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30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 25,571 28,042

  自己株式 △1,145 △1,146

  株主資本合計 30,986 33,456

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 254 260

  為替換算調整勘定 5 6

  その他の包括利益累計額合計 260 266

 少数株主持分 1,984 1,971

 純資産合計 33,231 35,694

負債純資産合計 66,180 81,813
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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３月１日
　至 平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年11月30日)

売上高 72,879 79,195

売上原価 32,201 33,499

売上総利益 40,678 45,695

販売費及び一般管理費 36,118 39,129

営業利益 4,560 6,566

営業外収益   

 受取利息 6 9

 負ののれん償却額 24 9

 受取賃貸料 13 8

 為替差益 73 －

 持分法による投資利益 － 17

 その他 35 44

 営業外収益合計 154 88

営業外費用   

 支払利息 79 92

 為替差損 － 6

 持分法による投資損失 38 －

 その他 8 39

 営業外費用合計 127 138

経常利益 4,588 6,516

特別利益   

 固定資産売却益 － 15

 特別利益合計 － 15

特別損失   

 固定資産除却損 157 55

 減損損失 247 241

 関係会社株式評価損 29 －

 その他 － 8

 特別損失合計 435 305

税金等調整前四半期純利益 4,152 6,225

法人税、住民税及び事業税 1,812 2,591

法人税等調整額 151 64

法人税等合計 1,963 2,655

少数株主損益調整前四半期純利益 2,188 3,570

少数株主損失（△） △176 △0

四半期純利益 2,365 3,570
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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３月１日
　至 平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,188 3,570

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 198 9

 繰延ヘッジ損益 △22 －

 持分法適用会社に対する持分相当額 4 0

 その他の包括利益合計 180 9

四半期包括利益 2,369 3,579

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,537 3,576

 少数株主に係る四半期包括利益 △168 3
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※1.　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日）
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日）

支払手形　　　　　　 ―百万円 1,205百万円
 

 
　2.　保証債務

　非連結子会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。

 

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日）
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日）

株式会社フリーゲート白浜　　　　　　 ―百万円 200百万円
 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）及び負ののれんの償却額は、

次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
 至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
 至　平成26年11月30日)

減価償却費　　　　　　　

負ののれんの償却額　　　

1,171百万円

24百万円

1,301百万円

9百万円
 

 
(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自　平成25年３月１日　至　平成25年11月30日)

 

1.　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月29日
定時株主総会

普通株式 1,099 100 平成25年２月28日 平成25年５月30日 利益剰余金
 

(注） 当社は、平成25年３月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、上記配当金について

は、当該株式分割前の株式数を基準に配当を実施しております。

 

2. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

 

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自　平成26年３月１日　至　平成26年11月30日)

 

1.　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月28日
定時株主総会

普通株式 1,099 50 平成26年２月28日 平成26年５月29日 利益剰余金
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2. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

 

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年３月１日 至 平成25年11月30日)

 1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注）1

合計
調整額
(注）2

四半期連結
損益計算書
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 57,105 15,645 72,750 129 72,879 ― 72,879

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 107 107 △107 ―

計 57,105 15,645 72,750 236 72,987 △107 72,879

セグメント利益又は損失
(△）

3,518 1,035 4,554 7 4,561 0 4,560
 

(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.セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去額０百万円であります。

 3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「衣料事業」において229百万円、「雑貨事業」において18百万円それぞれ減損損失を計上しています。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年３月１日 至 平成26年11月30日)

 1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注）1

合計
調整額
(注）2

四半期連結
損益計算書
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 60,958 18,136 79,095 99 79,195 ― 79,195

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 136 136 △136 ―

計 60,958 18,136 79,095 236 79,331 △136 79,195

セグメント利益又は損失
(△）

5,427 1,114 6,541 22 6,564 1 6,566
 

(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.セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去額１百万円であります。

 3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「衣料事業」において214百万円、「雑貨事業」において26百万円それぞれ減損損失を計上しています。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 107円54銭 162円32銭

（算定上の基礎）   

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 2,365 3,570

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 2,365 3,570

　普通株式の期中平均株式数(株) 21,996,373 21,995,918
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年１月13日

株式会社パル

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　渡　沼　照　夫　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　羽　津　隆　弘　　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社パルの

平成26年３月１日から平成27年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年９月１日から平成26年

11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年３月１日から平成26年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パル及び連結子会社の平成26年11月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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