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ごあいさつ

変わり続けることが、変わらぬパレモ。

感性豊かな仲間と共に人生、仕事の感動を味わう。

常に創意と夢を描いていくパレモの風土の中で育った、

自由でいつも感動を共有し合える仲間が

パレモの人財です。パレモの力です。

[仲間]＋　　　 TION[感動]

　このたび、2022年5月12日付で代表取締役社長に

就任いたしました福井 正弘でございます。

　当社は1984年にレディースアパレル専門店チェー

ンとしてスタートした後、雑貨の専門店も含め全国展開

を進め事業を拡大してまいりましたが、全世界を巻き込

んだ新型コロナウイルス感染症の影響を受け、主力事

業であるアパレルのリアル店舗に依存してきた収益体

質の弱さが露呈し、今まさに未曽有の危機に直面して

いる状況と認識しております。

　当社としましては、この難局を乗り越え再び成長軌道

へと引き戻すべく、2022年度から新たな中期経営計

画（事業再構築計画）をスタートさせました。当面はコロ

ナ感染症の影響が続くことを前提に、まずは強いアパ

レル事業の再構築と雑貨事業の更なる拡大により、収益の二本柱体制を早期に確立してまいります。ま

た先行き不透明な環境を鑑み、ガバナンス体制の強化による適正な仕入れ、在庫管理を徹底するなど

攻守にバランスの取れた経営に注力してまいります。

　当社はこれまで「変わり続けることが、変わらぬパレモ」をモットーに、様々な変革を繰り返してまいりまし

たが、コロナ禍で様変わりした市場環境、価値観を踏まえ、変わりゆく生活様式のなかでお客様が求める

満足とは何かを改めて見つめなおしていきます。

　引き続き、お客様、株主様、お取引先様、従業員メンバー全てのステークホルダーの方々とともに感動

を共有できるよう、企業価値の向上ならびに社会的使命の達成に向け専心努力する所存でございます。

皆様方には今後ともご支援ならびにご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症に罹患された方並びにご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げま

す。また、医療従事者をはじめ、感染対策の最前線で尽力されている方々に対し、深く感謝申し上げるととも

に、一日も早い終息を心より願っております。

　当社パレモ・ホールディングス株式会社は1984年にレディースアパレルの専門店チェーンとしてスタート

した後、雑貨の専門店も含め全国展開を進め、事業を拡大してまいりました。そして、2017年8月21日に持

ち株会社体制へ移行した後も、グループ全体として永続的安定成長を目指すなかで、多くの仲間とともに成

長を遂げ、感動を分かち合ってまいりました。

　しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、消費環境は様変わりし、当社グ

ループを取り巻く経営環境もこれまでに経験したことのない厳しい状況となりました。現在は、2018年から取

り組んでまいりました中期経営計画を一旦取り下げ、コロナ禍を勝ち抜くための組織、営業体制へと刷新し、

変わりゆく生活様式のなかでお客様が求める満足は何なのかを改めて見つめなおしています。

　今後も引き続きリスクと隣り合わせの経営環境が続くものの、事業存続のために成長分野へ経営資源を

集中し、全国各地の店舗でお客様の生の声を敏感に感じ取りながら、グループ一丸となってお客様の期待

を上回る商品、サービスを提供し続けることで、アフターコロナを見据えた収益基盤の構築に努めてまいります。

パレモ・ホールディングス株式会社

代表取締役社長　福井　正弘
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株式会社パレモ 設立（資本金1億円）
株式会社パレモとして営業開始
東京営業本部　開設
POSシステムの導入
増資 資本金2億円へ
増資 資本金2億6,750万円へ
額面株式5万円から50円へ変更
シーベレット事業を営業譲受
増資 資本金2億8,145万円へ
本社を愛知県稲沢市へ移転
大阪本部 開設
日本証券業協会に株式を店頭登録
公募増資 資本金を12億2,925万円へ
日本証券業協会への店頭登録を取り消し
ジャスタック証券取引所に株式を上場
インセンス事業を営業譲受
巴麓梦（上海）服飾貿易有限公司設立
中国1号店 上海久光百貨店にオープン
巴麓梦（上海）服飾貿易有限公司売却
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大阪証券取引所JASDAQ市場に株式を上場
大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に株式を上場
株式会社鈴丹と合併
パレモ東京事務所移転
東京証券取引所JASDAQに株式を上場
新顧客システム開設
リルデシュシュ1号店 さいたまコクーンシティ店にオープン
デイジーメリー1号店 イオンモール堺鉄砲町店にオープン
ルディックパーク1号店 はませんゆめタウン店にオープン
ナインスクエア1号店 宇都宮イトーヨーカドー店にオープン
親会社がユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社から、
フェニックス・キャピタルグループに異動
持株会社体制への移行に伴い、株式会社パレモを
「パレモ・ホールディングス株式会社」へ商号変更
東京証券取引所市場第二部への上場市場変更並びに名古屋証券
取引所市場第二部への新規上場
本社を愛知県名古屋市へ移転
エンデバー・ユナイテッド・パートナーズ・スリー投資事業組合が保有する
当社株式全てを株式会社西松屋チェーンに譲渡し、
株式会社西松屋チェーンが当社の主要株主となる
市場区分見直しに伴い
東京証券取引所市場第二部をスタンダード市場へ移行
名古屋証券取引所市場第二部をメイン市場へ移行

パレモ・ホールディングス株式会社
PALEMO HOLDINGS Co., Ltd.

〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅5丁目27-13　名駅錦橋ビル6F
TEL（052）581-6800　FAX（052）581-6801

代表取締役社長　福井　正弘

事業子会社の経営管理等

1984年11月22日

東京証券取引所 スタンダード市場　名古屋証券取引所 メイン市場

1億円 (2022年2月20日現在)

三菱ＵＦＪ銀行／りそな銀行／みずほ銀行／大垣共立銀行／
愛知銀行／名古屋銀行／京都銀行

社 名

本 社

代 表 者

事 業 内 容

設 立

上 場 情 報

資 本 金

取 引 銀 行

株式会社パレモ

〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅5丁目27-13　名駅錦橋ビル6F
TEL（052）581-6800　FAX（052）581-6801

〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町12番20号　日本橋T&Dビル4F
TEL（03）3667-7151　FAX（03）3667-7152

代表取締役社長　香西　雅弘

レディースアパレル、生活雑貨、バッグの専門店チェーン

2017年3月31日 

1千万円 （2022年2月20日現在）

お世話や／フォーシーズンデコスタイル／マディ／BLIST／
トラストワークスプランニング／パンプキン／シュガーフェイス／
タキヒヨー／マリオ／エムケイエンタプライズ

社 名

本 社

パ レ モ 東 京

代 表 者

事 業 内 容

設 立

資 本 金

取 引 先

株式会社ビックス

〒491-0364　愛知県一宮市萩原町中島字流3-1 佐川急便一宮SRC 3F
TEL（0586）67-3081　FAX（0586）67-3082

代表取締役社長　齊藤 誠次

納品代行業務

1986年12月2日

社 名

所 在 地

代 表 者

事 業 内 容

設 立
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企 業 情 報

株式会社ビックス

株式会社ビックスは、主に当社の仕入先からの依頼による値札の印刷、取り付け、
商品梱包、配送を業務とし、企業様をサポートする納品代行事業を行っております。 

管
理
部
門

経理管理部

アパレル商品部

企業情報はこちら

企業情報はこちら

パレモ・ホールディングス株式会社

株式会社パレモ
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ギャルフィット

フォレストハート

スズタン

インセンス

イルーシーサンマルマル ハレノヒ

いつまでもかわいく輝いていたい女性に向けて、
毎日のHAPPYを演出します。
エレガンスをベースに程よくトレンドを織り交ぜながら
ON&OFFあらゆるシーンも自分らしく楽しめる
上品で女性らしいファッションを提案します。

「デイリー＆リラックス」をテーマに、
ベーシックアイテムとシーズントレンドを
程よくMIXした“大人カジュアル”を提案する
ラージサイズSHOPです。

「フェミニン＆カジュアル」をテーマに、
上品さと着心地を大切にした
ラージサイズSHOPです。

「フェミニン」をキーワードに、
ベーシックでリラックス感のある
大人のカジュアルスタイルを
提案します。

「フェミニン&クール」をテーマに、
リラックス感のあるカジュアル
スタイルとエッジの効いた
モードスタイルを提案します。

ファッションを楽しみたい
大人の女性に、スタイリッシュな
リラックスカジュアルを
提案します。

「MY BAGを探す楽しさや、見つけた時の
喜びを共有できるBAG SHOP」
自分のスタイルを確立した大人の男女に、
「オンリーワン」のバッグを提案します。

「ナチュラルライフ」をテーマに、アパレル、
雑貨をトータルにコーディネイト。
ライフスタイルを提案します。

「エレガンシー&フェミニン」をテーマに、
幅広い客層へ最新トレンドと
着まわしのきくベーシックアイテムを提案します。

遊び心を程よく取り入れた自分らしいファッションを、
楽しくセレクトできるショップです。
エレガンス・クール・カジュアルまで幅広い客層へ向けた
最新トレンドと、着まわしのきくベーシックアイテムを
お手頃プライスで提案します。

「日常に彩り」をテーマに、３００円の
プチプライスでライフスタイルを提案します。

大人の心と少女の心を持ち合わせたいくつになっても
かわいくオシャレでいたい女性に向けて… 
かわいいだけでなく、どこかボーイッシュ、
ほんのりガーリーと、遊び心を取り入れた
今欲しいリアルクローズを手頃なプライスで提案します。

リルデシュシュ

アパレル事業

雑貨事業

デイジーメリー

ルディックパーク

リジェイ・スプル

リシェリエ

2021年度 新規出店状況
illusie300 ［イルーシーサンマルマル］
Ludic Park ［ルディックパーク］
RecHerie ［リシェリエ］　　　

…17店舗
………… 1店舗

……………………1店舗
合計19店舗

※店舗情報の詳細は
　Webサイトよりご覧くださいませ。

………………………… 233店舗
………………………………144店舗
…………………………………3店舗

合計380店舗

店舗状況
アパレル
雑貨
複合

（2022年2月20日現在）

店舗情報はこちら

イオンモール津山店

イオンモール東浦店

前橋けやきウォーク店

天美セブンパーク店

イオンモール春日部店

東松山ピオニウォーク店

大村イオン店

南行徳ソコラ店

越谷レイクタウン店

イオンモール堺鉄砲町店

鹿児島ミスミ店


