
  各  位 平成 27 年 9 月 29 日 

会社名 株式会社パレモ 

代表者名 代表取締役社長 吉 田  馨
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２７７８） 

問合せ先 常務取締役管理担当 永 井 隆 司
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(訂正)「平成 27 年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 当社は、平成 26 年６月 27 日に開示いたしました「平成 27 年２月期 第１四半期決算短信」の一部を訂

正しましたので、お知らせいたします。 

記

１. 訂正の経緯と理由

訂正の経緯と理由につきましては、平成 27 年９月 29 日付「過年度有価証券報告書等の訂正報告書及び

訂正決算短信等の提出に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。 

２.訂正箇所

   訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には下線を付して

表示しております。 

以上 



（訂正後） 平成27年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成26年６月27日

上 場 会 社 名 株式会社パレモ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 2778 URL http://www.palemo.co.jp

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小田 保則

問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理担当 (氏名)永井 隆司 (TEL)0587(24)9771

四半期報告書提出予定日 平成26年７月２日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

　

(百万円未満切捨て)
１．平成27年２月期第１四半期の業績（平成26年２月21日～平成26年５月20日）

（１）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 ％

27年２月期第１四半期 8,677 △8.7 △73 - △58 - △134 -

26年２月期第１四半期 9,500 △7.9 121 △56.5 140 △70.7 85 △94.7
　

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

27年２月期第１四半期 △11.20 -

26年２月期第１四半期 7.13 -
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年２月期第１四半期 15,671 4,346 27.7

26年２月期 15,196 4,541 29.9
(参考)自己資本 27年２月期第１四半期 4,346 百万円 26年２月期 4,541 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

26年２月期 - 5.00 - 5.00 10.00

27年２月期 -

27年２月期(予想) 3.00 - 3.00 6.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年２月期の業績予想（平成26年２月21日～平成27年２月20日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 18,600 △3.3 400 17.0 410 9.9 220 178.5 18.26

通期 36,050 △0.7 340 - 390 - 10 - 0.83
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 27年２月期１Ｑ 12,051,384株 26年２月期 12,051,384株

② 期末自己株式数 27年２月期１Ｑ 5,357株 26年２月期 4,828株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年２月期１Ｑ 12,046,272株 26年２月期１Ｑ 12,047,704株

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

　・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財務諸表のレビュー手続は終了していません。

　

※ 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、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。
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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策等の効果により、緩やか
な回復傾向が続いている一方、新興国をはじめとする海外景気の下振れリスクや、消費税増税後
の消費マインドの冷え込みへの懸念が残るなど、景気の先行きについては、依然として不透明な
状況が続いております。
　このような環境の中、当社におきましては、収益基盤の明確化と集中化を進め、事業基盤の再
構築に取り組むと同時に、ＭＤ（マーチャンダイジング）の変革をテーマとした品揃え及びＭＤ
手法の変更、売場提案力・店舗サービス力の強化、ならびにメンバーズ会員等の顧客拡大に取り
組んでまいりました。また、不採算店閉店による赤字額削減及び営業費の低減を進める事などに
より、経営体質の改善についても取り組んでまいりました。
　当第１四半期累計期間におきましては、消費税率の引き上げや、前年に比べてヒット商品の出
現が乏しかったことなどにより、既存店売上高前年比は91.9％となりました。店舗の出退店にお
きましては、新規に10店舗を出店し23店舗を退店した結果、第１四半期会計期間末の店舗数は767
店舗となりました。また、ＦＣ事業につきましては、店舗数の増減は無く期末店舗数は13店舗と
なりました。
　その結果、当第１四半期累計期間における売上高は86億77百万円（前年同期比8.7％減）、営業
損失は73百万円（前年同四半期は営業利益１億21百万円）、経常損失は58百万円（前年同四半期は
経常利益１億40百万円）、四半期純損失は１億34百万円（前年同四半期は四半期純利益85百万円）
となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期会計期間末の総資産は156億71百万円となり、前事業年度末に比べて４億74百万円
増加しました。これは主に、季節的要因により預け金が増加したことによるものです。
　負債については、前事業年度末に比べて６億69百万円増加して113億25百万円となりました。こ
れは主に、借入金の増加によるものであります。
　純資産については、43億46百万円となり、前事業年度末に比べて１億95百万円減少しました。こ
れは、四半期純損失１億34百万円の計上や株主に対する配当金60百万円により減少したものであり
ます。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当事業年度の業績予想につきましては、平成26年４月１日公表の数値から変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成26年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 309,633 522,375

売掛金 57,668 88,516

預け金 1,135,771 1,735,322

商品 3,498,720 3,179,572

貯蔵品 35,632 35,632

前払費用 23,741 39,954

未収入金 54,473 67,054

1年内回収予定の差入保証金 540,869 748,956

その他 6,789 246

貸倒引当金 △120 △120

流動資産合計 5,663,180 6,417,510

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,388,090 1,503,980

工具、器具及び備品（純額） 210,719 207,692

建設仮勘定 10,162 3,595

有形固定資産合計 1,608,972 1,715,268

無形固定資産

商標権 2,775 2,514

ソフトウエア 149,680 159,811

電話加入権 64,373 64,373

その他 202 50

無形固定資産合計 217,031 226,750

投資その他の資産

投資有価証券 5,100 5,100

関係会社株式 40,000 40,000

出資金 3,329 3,329

長期前払費用 151,030 171,835

差入保証金 7,563,458 7,168,832

店舗賃借仮勘定 23,264 -

破産更生債権等 73,805 73,805

その他 101,236 100,884

貸倒引当金 △253,446 △251,695

投資その他の資産合計 7,707,778 7,312,091

固定資産合計 9,533,782 9,254,111

資産合計 15,196,963 15,671,621
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成26年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形 8,843 33,248

電子記録債務 2,837,574 2,352,444

買掛金 697,939 1,296,343

短期借入金 1,600,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 - 600,000

未払金 296,386 281,648

未払費用 1,144,775 1,144,815

未払法人税等 294,459 126,236

未払消費税等 - 158,640

預り金 136,428 183,235

賞与引当金 189,000 326,800

資産除去債務 20,607 32,858

設備関係支払手形 192,613 194,289

流動負債合計 7,418,626 8,730,563

固定負債

長期借入金 2,100,000 1,500,000

繰延税金負債 38,833 41,320

退職給付引当金 380,961 350,050

資産除去債務 684,870 671,830

長期未払金 31,820 31,245

固定負債合計 3,236,485 2,594,446

負債合計 10,655,112 11,325,009

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 230,758 230,758

資本剰余金合計 1,433,983 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 △1,150,660 △1,345,753

その他利益剰余金合計 1,819,339 1,624,246

利益剰余金合計 1,880,189 1,685,096

自己株式 △1,571 △1,718

株主資本合計 4,541,851 4,346,611

純資産合計 4,541,851 4,346,611

負債純資産合計 15,196,963 15,671,621
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成25年２月21日
至 平成25年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年２月21日
至 平成26年５月20日)

売上高 9,500,993 8,677,126

売上原価 4,352,102 4,052,981

売上総利益 5,148,891 4,624,144

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 138,245 129,808

役員報酬及び給料手当 1,901,329 1,797,071

賞与引当金繰入額 173,000 137,800

役員賞与引当金繰入額 3,986 -

退職給付引当金繰入額 31,443 16,039

福利厚生費 277,764 264,992

消耗品費 167,507 153,153

賃借料 1,552,181 1,485,934

減価償却費 105,435 110,937

水道光熱費 176,548 179,695

その他 500,105 422,038

販売費及び一般管理費合計 5,027,548 4,697,471

営業利益又は営業損失（△） 121,343 △73,326

営業外収益

受取利息 618 487

受取配当金 8,000 8,000

債務勘定整理益 9,408 9,064

貸倒引当金戻入額 7,464 1,750

その他 1,369 600

営業外収益合計 26,860 19,902

営業外費用

支払利息 4,302 3,898

為替差損 1,972 576

その他 1,024 354

営業外費用合計 7,300 4,828

経常利益又は経常損失（△） 140,903 △58,252

特別利益

移転補償金 - 9,489

特別利益合計 - 9,489

特別損失

固定資産処分損 14,719 13,539

減損損失 16,690 9,443

賃貸借契約解約損 2,021 7,803

特別損失合計 33,432 30,786

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

107,471 △79,548

法人税、住民税及び事業税 68,864 52,824

法人税等調整額 △47,353 2,487

法人税等合計 21,511 55,311

四半期純利益又は四半期純損失（△） 85,959 △134,860
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（３）四半期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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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