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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第１四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年２月期第１四半期 21,487 16.4 2,015 54.7 2,026 54.0 1,102 340.1

24年２月期第１四半期 18,452 4.2 1,302 △11.8 1,315 △12.5 250 △67.7

(注) 包括利益 25年２月期第１四半期 1,087百万円(592.1％) 24年２月期第１四半期 157百万円(―％)

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１四半期 100 27 ―

24年２月期第１四半期 22 79 ―

（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１四半期 61,425 29,634 42.1

24年２月期 60,392 29,259 42.1

(参考) 自己資本 25年２月期第１四半期 25,857百万円 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 ―

25年２月期(予想) 0 00 ― 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 42,960 10.2 3,430 27.7 3,370 24.6 1,580 103.1 143 66

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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 10,998,406株 24年２月期１Ｑ 10,998,552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１四半期の個別業績(累計）（平成24年３月１日～平成24年５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１四半期 17,073 18.6 1,900 30.0 1,962 30.0 1,094 113.3

24年２月期第１四半期 14,394 8.7 1,461 5.9 1,510 4.8 512 △35.1

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 33,500 9.9 3,060 0.5 1,490 10.6 135 47

通期 72,000 7.3 7,950 2.8 4,040 5.8 367 33
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当第１四半期連結累計期間(平成24年３月１日から平成24年５月31日まで）におけるわが国経済は、

昨年３月11日に発生した東日本大震災の影響からは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。 

 このような事業環境のもと、当企業集団は、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。  

 衣料事業の売上高につきましては、ほとんどの業態が伸張した結果、前年同期比14.8％増加の17,224

百万円となりました。また、雑貨事業につきましても、売上高は前年同期比23.5％増加の4,216百万円

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16.4％増加の21,487百万円となりまし

た。  

 利益面につきましては、営業利益は前年同期比712百万円増加の2,015百万円となり、経常利益は前年

同期比710百万円増加の2,026百万円となりました。また、固定資産除却損等の特別損失57百万円を計上

したことにより、税金等調整前四半期純利益は前年同期比1,460百万円増加の1,969百万円となり、四半

期純利益は前年同期比852百万円増加の1,102百万円となりました。 

  

（資産）   

 流動資産は、現金及び預金が3,037百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が1,409百万円、商品

が1,577百万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303百万円増加しました。 

 固定資産は、建物及び構築物が476百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて729百

万円増加しました。  

 （負債）   

 流動負債につきましては、未払法人税等が1,155百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が756百

万円、賞与引当金が415百万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476百万円

増加しました。  

 固定負債は、長期借入金が661百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて182百万円

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374百万円増加しました。  

  

 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

株式会社パル(２７２６）平成25年２月期第１四半期決算短信

2



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(その他)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１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,175 28,138

受取手形及び売掛金 3,784 5,193

商品 4,067 5,645

その他 1,094 1,449

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 40,120 40,424

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,223 5,699

その他（純額） 1,652 1,695

有形固定資産合計 6,876 7,394

無形固定資産 38 49

投資その他の資産   

差入保証金 10,463 10,539

その他 3,026 3,149

貸倒引当金 △132 △132

投資その他の資産合計 13,357 13,556

固定資産合計 20,271 21,000

資産合計 60,392 61,425

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,946 10,702

短期借入金 720 820

1年内返済予定の長期借入金 1,840 1,606

未払法人税等 2,162 1,006

賞与引当金 850 1,266

引当金 331 95

その他 4,030 4,859

流動負債合計 19,881 20,357

固定負債   

長期借入金 6,118 6,780

引当金 600 626

資産除去債務 1,144 1,187

その他 3,387 2,838

固定負債合計 11,250 11,432

負債合計 31,132 31,790
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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１四半期連結会計期間 
(平成24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 3,379 3,379

利益剰余金 20,024 20,467

自己株式 △1,143 △1,143

株主資本合計 25,441 25,884

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 △11

繰延ヘッジ損益 △6 △16

為替換算調整勘定 △0 0

その他の包括利益累計額合計 △7 △27

少数株主持分 3,826 3,777

純資産合計 29,259 29,634

負債純資産合計 60,392 61,425
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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 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 18,452 21,487

売上原価 7,798 8,777

売上総利益 10,654 12,709

販売費及び一般管理費 9,351 10,694

営業利益 1,302 2,015

営業外収益   

受取利息 1 1

持分法による投資利益 3 －

負ののれん償却額 8 8

その他 23 33

営業外収益合計 36 42

営業外費用   

支払利息 19 21

持分法による投資損失 － 6

その他 3 2

営業外費用合計 23 31

経常利益 1,315 2,026

特別損失   

固定資産除却損 21 26

減損損失 18 27

投資有価証券評価損 25 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 －

特別損失合計 806 57

税金等調整前四半期純利益 509 1,969

法人税、住民税及び事業税 676 906

法人税等調整額 △315 △38

法人税等合計 360 868

少数株主損益調整前四半期純利益 148 1,100

少数株主損失（△） △102 △1

四半期純利益 250 1,102
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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 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 148 1,100

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 19 △5

繰延ヘッジ損益 △11 △9

持分法適用会社に対する持分相当額 0 1

その他の包括利益合計 8 △13

四半期包括利益 157 1,087

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 249 1,082

少数株主に係る四半期包括利益 △92 4
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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１四半期 
連結累計期間

当第１四半期 
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５月31日)

(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年５月31日)

百万円 百万円 ％

 衣料事業 15,001 17,224 114.8

 雑貨事業 3,414 4,216 123.5

 その他 36 45 123.6

  合   計 18,452 21,487 116.4

当第１四半期
連結累計期間

(自 平成24年３月１日
 至 平成24年５月31日)

前連結会計年度末の店舗数 652店

新規店舗数 33店

退店店舗数 5店

当四半期末の店舗数 680店
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