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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は平成27年７月に名古屋県税事務所より外形標準課税について税務調査を受け、平成24年２月21日

付で当社と適格合併した株式会社鈴丹が合併前に行っていた欠損填補による減資額の資本金等の額からの

控除について、事業税の資本割の課税標準額の算定において、合併後の法人では控除することができない

との指摘を受けました。

当社は、当局からの指摘を受け入れ修正申告を行い、過年度外形標準課税に係る事業税額について訂正

を行っております。

また、これ以外に四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、必要な訂正を

行っております。

これらの決算訂正により、当社が平成24年12月28日付で提出いたしました第28期第３四半期（自　平成

24年８月21日　至　平成24年11月20日）に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じまし

たので、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するも

のであります。

訂正後の四半期財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けており、

その四半期レビュー報告書を添付しております。

なお、四半期財務諸表の記載内容に係る訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正

後のXBRLデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

２ 【訂正事項】

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

　第２　事業の状況

　　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

　第４　経理の状況

　　１　四半期財務諸表

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　　線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項

については、訂正後のみを記載しております。
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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27期

第３四半期累計期間
第28期

第３四半期累計期間
第27期

会計期間
自 平成23年２月21日
至 平成23年11月20日

自 平成24年２月21日
至 平成24年11月20日

自 平成23年２月21日
至 平成24年２月20日

売上高 (千円) 20,673,264 29,775,345 27,978,277

経常利益 (千円) 543,634 583,329 671,674

四半期純利益又は四半期（当
期）純損失（△）

(千円) △177,981 1,478,276 △192,564

持分法を適用した場合の
投資利益

（千円) － － －

資本金 (千円) 1,229,250 1,229,250 1,229,250

発行済株式総数 (株) 7,260,000 12,051,384 7,260,000

純資産額 (千円) 5,743,247 7,355,136 5,736,315

総資産額 (千円) 12,623,639 19,011,448 12,205,396

１株当たり四半期純利益金額又
は１株当たり四半期（当期）純
損失金額（△）

(円) △24.53 122.69 △26.54

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) 5.0 5.0 10.0

自己資本比率 (％) 45.5 38.7 47.0
 

 

回次
第27期

第３四半期会計期間
第28期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成23年８月21日
至 平成23年11月20日

自 平成24年８月21日
至 平成24年11月20日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

(円) △8.76 △16.20
 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３ 第27期第３四半期累計期間及び第27期会計年度の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につ

いては、１株当たり四半期(当期）純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また第

28期第３四半期累計期間の潜在株式調整後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。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

なお、平成24年２月21日において、株式会社鈴丹と合併いたしました。これにより店舗小売事業におけ

るアパレル部門において、ヤングレディースを対象とした「SI2C」「SUZUTAN」等の店舗232店を承継いた

しました。また、「AZUL by moussy」のブランドでＦＣ（フランチャイズ）事業を行っている店舗を９店

舗承継いたしました。

これにより、新規にＦＣ事業を手がけることになり、当第３四半期累計期間において、店舗小売事業と

ＦＣ事業とを報告セグメントとして記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

 当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

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３四半期累計期間におけるわが国経済は、長引く円高やデフレに加え、新興国の景気減速懸念、

日中関係の動向などにより、緩やかに回復していた企業収益や個人消費についても不透明感が強まりま

した。当社が属する専門店業界は、消費者の価格志向が高まる中、秋以降記録的な残暑と不安定な天候

の影響も受けるなど、厳しい環境で推移しました。

このような状況の中、当社におきましては平成24年2月21日付での株式会社鈴丹との合併以降、両社

の資産及びノウハウを共有するなど、様々な統合効果を得ることにより、更なる成長を図ってまいりま

した。

当第３四半期累計期間におきまして、当社は、合併後の「事業基盤の整備ならびに増強」に注力する

ことを中心として、ブランド毎のディビジョン体制を基本にブランド力及びマーチャンダイジング力の

強化に努めてまいりました。また、合併効果を活かした直接貿易を強化すると同時に販促強化にも取り

組んでまいりました。

この結果、既存店前年比は95.9％となりました。店舗の出退店におきましては、期首に株式会社鈴丹

の232店舗を加え、新規に28店舗を出店し、48店舗を退店した結果、第３四半期会計期間末の店舗数は

796店舗となりました。また、ＦＣ事業の期末店舗数は12店舗となりました。

合併による規模の拡大もあり、売上高は297億75百万円（前年同期比44.0％増）、営業利益は３億10

百万円（前年同期比39.3％減）、経常利益は５億83百万円（前年同期比7.3％増）となりました。四半

期純損益につきましては、株式会社鈴丹から引き継いだ繰越欠損金に対する繰延税金資産計上等によ

り、四半期純利益14億78百万円（前年同期　四半期純損失１億77百万円）となりました。

 
報告セグメントごとの業績は次のとおりであります。　

なお、当第３四半期累計期間からセグメント情報の開示を行っているため、前年同四半期との比較数

値は掲載しておりません。

 
①店舗小売事業

店舗小売事業においては、デフレの長期化や天候不順により、売上高は290億８百万円、営業利益は

１億88百万円となりました。

②ＦＣ事業　

ＦＣ事業においては、新店３店舗増加の影響もあり、売上高は６億70百万円、営業利益は１億16百万

円となりました。

 
（２）財政状態の分析

当第３四半期会計期間末の資産は190億11百万円となり、前事業年度末に比べて68億６百万円増加し

ました。これは主に株式会社鈴丹を合併したことにより、差入保証金や預け金を含め資産が増加したこ

と等によるものです。

負債については、前事業年度末に比べて51億87百万円増加して116億56百万円となりました。これは

主に合併により長期借入金を含め負債が増加したこと等によるものです。

純資産については、73億55百万円となり、前事業年度末に比べて16億18百万円増加しました。これは

主に四半期純利益の計上によるものです。
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（３）従業員数

当社は、平成24年２月21日において株式会社鈴丹を合併したことに伴い、店舗小売事業は99名（臨時

従業員812名）、ＦＣ事業は14名（臨時従業員54名）、全社11名（臨時従業員４名）増加しておりま

す。

なお、臨時従業員数は、嘱託社員と１日８時間換算のパートタイマーを外書で記載しております。

 
（４）生産、受注及び販売の実績

当第３四半期累計期間において、当社は店舗小売事業の販売の実績が増加しており、また当第３四半

期累計期間からＦＣ事業の販売が発生しております。これは、株式会社鈴丹を合併したことに伴うもの

です。

 
（５）主要な設備

当第３四半期累計期間において、店舗小売事業及びＦＣ事業において店舗等設備が増加しておりま

す。これは株式会社鈴丹を合併したことに伴うものです。
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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 27,360,000

計 27,360,000
 

 

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24年11月20日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年12月28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 12,051,384 12,051,384
大阪証券取引所

JASDAQ
（スタンダード）

単元株式数100株

計 12,051,384 12,051,384 ― ―
 

 

　

(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

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年11月20日 ― 12,051,384 ― 1,229,250 ― 1,203,225
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(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。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成24年８月20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) 2,800 ― ―

完全議決権株式(その他) 11,878,600 118,786 ―

単元未満株式 169,984 ― ―

発行済株式総数 12,051,384 ― ―

総株主の議決権 ― 118,786 ―
 

(注）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24年８月20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24年８月20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）
株式会社パレモ

愛知県稲沢市天池五反田
町１番地

2,800 ― 2,800 0.0

計 ― 2,800 ― 2,800 0.0
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63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３四半期会計期間(平成24年８月21日か

ら平成24年11月20日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年２月21日から平成24年11月20日まで)に係る

四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出してお

りますが、訂正後の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けて

おります。

 

３．四半期連結財務諸表について

「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）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目

からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げ

ない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

 
資産基準 1.1%

売上高基準 1.2%

利益基準 0.1%

利益剰余金基準 1.9%
 

※会社間項目の消去前の数値により算出しております。　
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

    前事業年度
(平成24年２月20日)

当第３四半期会計期間
(平成24年11月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 928,631 379,061

  売掛金 41,723 123,625

  預け金 863,619 2,021,758

  商品 2,604,426 3,953,870

  貯蔵品 36,147 49,354

  前払費用 16,367 32,392

  繰延税金資産 125,585 460,390

  未収入金 39,529 82,702

  1年内回収予定の差入保証金 287,546 498,138

  その他 8,687 421

  貸倒引当金 △111 △250

  流動資産合計 4,952,154 7,601,466

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,149,025 1,621,245

   工具、器具及び備品（純額） 122,117 248,622

   建設仮勘定 23,965 5,164

   有形固定資産合計 1,295,108 1,875,033

  無形固定資産   

   商標権 10,857 9,326

   ソフトウエア 3,859 14,470

   電話加入権 37,950 64,373

   その他 202 961

   無形固定資産合計 52,869 89,132

  投資その他の資産   

   投資有価証券 － 5,100

   関係会社株式 － 40,000

   出資金 7,632 7,427

   長期前払費用 84,825 134,959

   繰延税金資産 225,031 1,058,641

   差入保証金 5,427,460 8,122,685

   店舗賃借仮勘定 8,087 21,841

   前払年金費用 148,977 154,848

   破産更生債権等 11,947 91,855

   長期預金 － 100,000

   その他 15,901 16,605

   貸倒引当金 △24,600 △308,146

   投資その他の資産合計 5,905,264 9,445,817

  固定資産合計 7,253,241 11,409,982

 資産合計 12,205,396 19,011,448
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(単位：千円)

     前事業年度
(平成24年２月20日)

当第３四半期会計期間
(平成24年11月20日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 13,750 14,911

  電子記録債務 2,755,075 2,969,231

  買掛金 694,439 1,810,661

  短期借入金 － 300,000

  1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

  未払金 292,626 389,722

  未払費用 889,612 1,264,816

  未払法人税等 47,968 88,387

  未払消費税等 15,449 44,277

  預り金 48,878 193,595

  賞与引当金 121,700 345,900

  役員賞与引当金 － 16,812

  資産除去債務 12,357 19,631

  設備関係支払手形 88,147 128,716

  流動負債合計 5,580,004 8,186,664

 固定負債   

  長期借入金 500,000 2,100,000

  退職給付引当金 － 612,254

  資産除去債務 377,864 712,481

  長期未払金 11,211 44,912

  固定負債合計 889,076 3,469,648

 負債合計 6,469,080 11,656,312

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,229,250 1,229,250

  資本剰余金   

   資本準備金 1,203,225 1,203,225

   その他資本剰余金 － 230,758

   資本剰余金合計 1,203,225 1,433,983

  利益剰余金   

   利益準備金 60,850 60,850

   その他利益剰余金   

    別途積立金 2,970,000 2,970,000

    繰越利益剰余金 280,365 1,662,124

    その他利益剰余金合計 3,250,365 4,632,124

   利益剰余金合計 3,311,215 4,692,974

  自己株式 △7,375 △1,071

  株主資本合計 5,736,315 7,355,136

 純資産合計 5,736,315 7,355,136

負債純資産合計 12,205,396 19,011,448
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(2) 【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

  
前第３四半期累計期間
(自 平成23年２月21日
　至 平成23年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年２月21日
　至 平成24年11月20日)

売上高 20,673,264 29,775,345

売上原価 9,568,371 13,635,488

売上総利益 11,104,893 16,139,856

販売費及び一般管理費   

 広告宣伝費 262,662 416,286

 役員報酬及び給料手当 4,283,125 6,246,180

 賞与引当金繰入額 242,200 345,900

 役員賞与引当金繰入額 － 16,812

 退職給付引当金繰入額 72,325 115,863

 福利厚生費 566,297 830,905

 消耗品費 377,451 510,271

 賃借料 3,135,143 4,902,987

 減価償却費 256,917 387,659

 水道光熱費 364,820 550,956

 旅費 110,369 147,304

 その他 921,818 1,357,868

 販売費及び一般管理費合計 10,593,130 15,828,996

営業利益 511,763 310,860

営業外収益   

 受取利息 3 1,007

 受取配当金 － 8,000

 仕入割引 1,516 1,735

 債務勘定整理益 26,807 27,575

 為替差益 14,098 5,331

 貸倒引当金戻入額 － 190,447

 その他 6,976 64,515

 営業外収益合計 49,402 298,612

営業外費用   

 支払利息 12,184 20,050

 その他 5,346 6,092

 営業外費用合計 17,530 26,143

経常利益 543,634 583,329

特別利益   

 移転補償金 6,223 17,618

 貸倒引当金戻入額 729 －

 特別利益合計 6,952 17,618

特別損失   

 固定資産処分損 15,440 41,488

 減損損失 7,222 86,839

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 342,835 －

 災害による損失 92,588 －

 その他 78,579 25,841

 特別損失合計 536,666 154,168

税引前四半期純利益 13,920 446,779

法人税、住民税及び事業税 197,441 160,902

法人税等調整額 △5,539 △1,192,400

法人税等合計 191,902 △1,031,497

四半期純利益又は四半期純損失（△） △177,981 1,478,276
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【追加情報】

 
当第３四半期累計期間

(自 平成24年２月21日 至 平成24年11月20日)

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　

 
 

 

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

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

期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産にかかる償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
 

前第３四半期累計期間
（自　平成23年２月21日

　　至　平成23年11月20日）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年２月21日

　　至　平成24年11月20日）

減価償却費 256,917千円 387,659千円
 

 

 
(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成23年２月21日 至 平成23年11月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月12日
定時株主総会

普通株式 50,785 ７ 平成23年２月20日 平成23年５月13日 利益剰余金

平成23年９月27日
取締役会

普通株式 36,275 ５ 平成23年８月20日 平成23年11月１日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。
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当第３四半期累計期間(自 平成24年２月21日 至 平成24年11月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月11日
定時株主総会

普通株式 36,275 ５ 平成24年２月20日 平成24年５月14日 利益剰余金

平成24年９月28日
取締役会

普通株式 60,242 ５ 平成24年８月20日 平成24年11月１日 利益剰余金
 

 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

(千円）

 資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,229,250 1,203,225 － 60,850 2,970,000 280,365 △7,375 5,736,315

合併による
増加

  238,134     238,134

合併による自
己株式の割当

  △7,375    7,375 －

剰余金の配当      △96,518  △96,518

四半期純利益      1,478,276  1,478,276

自己株式
の取得

      △1,071 △1,071

当四半期
変動額合計

－ － 230,758 － － 1,381,758 6,304 1,618,821

第３四半期
会計期間末

1,229,250 1,203,225 230,758 60,850 2,970,000 1,662,124 △1,071 7,355,136
 

　※平成24年２月21日に株式会社鈴丹を吸収合併したことに伴い、資本剰余金のその他資本剰余金が

238,134千円増加し、自己株式が7,375千円減少しました。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間(自 平成23年２月21日 至 平成23年11月20日)

 当社の報告セグメントは、店舗小売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記

載を省略しております。

 

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 平成24年２月21日 至 平成24年11月20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：千円)

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計 調整額
四半期損益
計算書
計上額店舗小売事業 ＦＣ事業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 29,008,786 670,925 29,679,711 95,633 29,775,345 － 29,775,345

セグメント間の内部売上
高 又は振替高

－ － － － － － －

計 29,008,786 670,925 29,679,711 95,633 29,775,345 － 29,775,345

セグメント利益 188,509 116,225 304,734 6,126 310,860 － 310,860
 

(注) １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネットでの商品販売等

であります。

２.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、株式会社鈴丹との合併により、ＦＣ事業を承継したことに伴い、第１四半期より、店舗小売

事業及びＦＣ事業を報告セグメントとして記載しております。

 
３．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

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　「店舗小売事業」セグメントにおいて、減損損失を86,839千円計上しております。

 
４．報告セグメントごとの資産に関する情報

平成24年２月21日付の株式会社鈴丹との合併により、前事業年度末に比して、当第３四半期会計期間

の末日における報告セグメントごとの資産の金額が著しく変動しております。その内容は、次のとおり

であります。

店舗小売事業 16,122,832千円 （前事業年度末 10,598,858千円）

ＦＣ事業 593,476千円 （前事業年度末  －千円）

その他 12,881千円 （前事業年度末 14,076千円）

全社 2,282,257千円 （前事業年度末 1,592,461千円）
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整

後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３四半期累計期間

(自 平成23年２月21日
至 平成23年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年２月21日
至 平成24年11月20日)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損
失金額（△）（円）

△24円53銭 122円69銭

    (算定上の基礎)   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）(千
円)

△177,981 1,478,276

　　普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失
金額（△）(千円)

△177,981 1,478,276

   普通株式の期中平均株式数(株) 7,255,120 12,048,987
 

（注）前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第３四半期累計期間の潜在株式調整後

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】

中間配当

　平成24年９月28日開催の取締役会において、中間配当金として１株につき５円（総額60,242千円）を支

払うことを決議しました。
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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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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   山川　勝

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   鈴木　賢次

独立監査人の四半期レビュー報告書

 
平成27年９月29日

株式会社パレモ

取締役会　御中

 

 

 

 
 

 
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

式会社パレモの平成24年２月21日から平成25年２月20日までの第28期事業年度の第３四半期会計期間(平成
24年８月21日から平成24年11月20日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年２月21日から平成24年11月20日
まで)に係る訂正後の四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半

期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財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パレモの平成24年11月20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。
　
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正してい

る。なお、当監査法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して平成24年12月28日に四半期レビュー報告書を提
出した。
　
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。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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