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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第２四半期の業績（平成24年２月21日～平成24年８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 ％

25年２月期第２四半期 20,824 46.0 531 △2.4 776 37.5 1,683 －

24年２月期第２四半期 14,259 △9.4 545 △41.4 564 △41.1 △114 －

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２四半期 139 69 －

24年２月期第２四半期 △15 77 －

（２）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２四半期 18,789 7,614 40.5

24年２月期 12,199 5,730 47.0

(参考) 自己資本 25年２月期第２四半期 7,614百万円 24年２月期 5,730百万円

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 － 5 00 － 5 00 10 00

25年２月期 － 5 00

25年２月期(予想) － 5 00 10 00

３．平成25年２月期の業績予想（平成24年２月21日～平成25年２月20日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 40,200 43.7 870 37.8 1,080 60.0 1,700 － 141 10



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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。 

当社は、平成24年10月２日に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定で

す。 

※ 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) 25年２月期２Ｑ 12,051,384株 24年２月期 7,260,000株

② 期末自己株式数 25年２月期２Ｑ 2,883株 24年２月期 4,880株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期２Ｑ 12,049,298株 24年２月期２Ｑ 7,255,120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
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益・雇用状況に緩やかな回復の動きがみられた

ものの、長引く円高や欧州の債務問題ならびに新興国の景気減速懸念などにより、不透明感が強まりま

した。当社が属する専門店業界は、新設商業施設が減少する中、寡占化した競争環境が進み、厳しい環

境で推移しました。 

当社におきましては、平成24年２月21日付で、株式会社鈴丹と合併いたしました。今後は、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す。 

当第２四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

ことを中心に、「多核化ブランド戦略」を基本といたしまして、「郊外主力事業の強化」ならびに「都

心ブランドの成長拡大」に取り組んでまいりました。 

この結果、既存店売上高前年比は96.8％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

社鈴丹の店舗232店舗を加え、新規に13店舗を出店し、32店舗を退店した結果、第２四半期会計期間末

の店舗数は797店舗となりました。また、ＦＣ事業の期末店舗数は11店舗となりました。 

合併による規模拡大もあり、売上高は208億24百万円（前年同期比46.0％増）、営業利益は５億31百

万円（前年同期比2.4％減）、経常利益は７億76百万円（前年同期比37.5％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16億83百万円（前年同期 四半期純損失１億14百万円）となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の資産は187億89百万円となり、前事業年度末に比べて65億89百万円増加し

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47億５百万円増加して111億74百万円となりました。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、76億14百万円となり、前事業年度末に比べて18億83百万円増加しました。これは

主に四半期純利益の計上によるものです。 

  

当事業年度の業績予想につきましては、平成24年９月18日発表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報

株式会社パレモ(2778)　平成25年２月期　第２四半期決算短信（非連結）

4



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24年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 928,631 674,297

売掛金 41,723 93,618

預け金 863,619 2,171,703

商品 2,607,846 3,244,609

貯蔵品 23,334 31,626

前払費用 16,367 47,401

繰延税金資産 129,370 419,447

未収入金 39,529 92,678

1年内回収予定の差入保証金 287,546 494,947

その他 8,687 577

貸倒引当金 △111 △250

流動資産合計 4,946,545 7,270,658

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,149,025 1,597,667

工具、器具及び備品（純額） 122,117 266,204

建設仮勘定 23,965 3,230

有形固定資産合計 1,295,108 1,867,103

無形固定資産   

商標権 10,857 9,836

ソフトウエア 3,859 15,475

電話加入権 37,950 64,373

その他 202 1,113

無形固定資産合計 52,869 90,799

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 84,825 130,968

繰延税金資産 225,031 1,008,426

差入保証金 5,427,460 8,267,522

店舗賃借仮勘定 8,087 48,275

前払年金費用 148,977 152,744

破産更生債権等 11,947 95,855

長期預金 － 100,000

その他 15,901 16,605

貸倒引当金 △24,600 △312,146

投資その他の資産合計 5,905,264 9,560,779

固定資産合計 7,253,241 11,518,681

資産合計 12,199,787 18,789,340
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 13,750 17,471

電子記録債務 2,755,075 2,780,342

買掛金 694,439 1,816,493

1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

未払金 292,626 278,639

未払費用 889,612 1,351,314

未払法人税等 47,968 159,726

未払消費税等 15,449 104,743

預り金 48,878 225,558

賞与引当金 121,700 180,600

役員賞与引当金 － 16,812

資産除去債務 12,357 18,381

設備関係支払手形 88,147 174,763

流動負債合計 5,580,004 7,724,846

固定負債   

長期借入金 500,000 2,100,000

退職給付引当金 － 626,442

資産除去債務 377,864 712,137

長期未払金 11,211 11,211

固定負債合計 889,076 3,449,791

負債合計 6,469,080 11,174,637

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 274,757 1,921,608

その他利益剰余金合計 3,244,757 4,891,608

利益剰余金合計 3,305,607 4,952,458

自己株式 △7,375 △989

株主資本合計 5,730,706 7,614,702

純資産合計 5,730,706 7,614,702

負債純資産合計 12,199,787 18,789,340
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

売上高 14,259,521 20,824,803

売上原価 6,669,899 9,691,519

売上総利益 7,589,622 11,133,284

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 175,650 275,708

役員報酬及び給料手当 2,896,989 4,233,034

賞与引当金繰入額 123,500 180,600

役員賞与引当金繰入額 － 16,812

退職給付引当金繰入額 48,216 77,698

福利厚生費 369,746 539,095

消耗品費 252,097 349,973

賃借料 2,095,134 3,309,791

減価償却費 167,359 253,107

水道光熱費 237,527 354,775

旅費 71,611 99,046

その他 606,734 911,927

販売費及び一般管理費合計 7,044,568 10,601,571

営業利益 545,054 531,713

営業外収益   

受取利息 1 877

受取配当金 － 8,000

仕入割引 1,053 1,666

債務勘定整理益 20,044 10,758

為替差益 9,548 1,642

貸倒引当金戻入額 － 190,447

その他 2,398 54,985

営業外収益合計 33,046 268,377

営業外費用   

支払利息 8,190 13,773

その他 5,178 9,863

営業外費用合計 13,369 23,636

経常利益 564,730 776,454

特別利益   

移転補償金 3,640 4,308

貸倒引当金戻入額 729 －

特別利益合計 4,370 4,308

特別損失   

固定資産処分損 13,599 22,244

減損損失 7,222 61,290

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 91,438 －

その他 67,489 2,600

特別損失合計 522,585 86,134

税引前四半期純利益 46,516 694,627

法人税、住民税及び事業税 135,126 108,957

法人税等調整額 25,809 △1,097,456

法人税等合計 160,935 △988,499

四半期純利益又は四半期純損失（△） △114,419 1,683,127
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日
 至 平成23年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日
 至 平成24年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 46,516 694,627

減価償却費 167,359 253,107

減損損失 7,222 61,290

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 342,835 －

長期前払費用償却額 18,028 22,582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △729 △186,147

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,400 14,850

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41,836 16,812

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △27,392

前払年金費用の増減額（△は増加） △5,174 △3,766

受取利息及び受取配当金 △1 △8,877

支払利息 8,190 13,773

固定資産処分損益（△は益） 12,916 23,904

売上債権の増減額（△は増加） △626,848 △856,640

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,425 234,570

仕入債務の増減額（△は減少） △64,980 278,305

その他 △7,739 24,807

小計 △100,217 555,805

利息及び配当金の受取額 1 8,882

利息の支払額 △8,228 △12,628

法人税等の支払額 △381,579 △205,709

法人税等の還付額 － 55,810

営業活動によるキャッシュ・フロー △490,024 402,161

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △133,912 △209,693

長期前払費用の取得による支出 △25,225 △24,650

差入保証金の差入による支出 △68,358 △146,140

差入保証金の回収による収入 183,402 543,134

その他 △12,299 △46,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,392 116,271

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 △2,400,000

長期借入れによる収入 － 1,600,000

長期借入金の返済による支出 － △600,000

配当金の支払額 △50,909 △36,167

自己株式の取得による支出 － △989

財務活動によるキャッシュ・フロー 149,090 △1,437,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △397,326 △918,723

現金及び現金同等物の期首残高 730,759 928,631

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 664,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 333,433 674,297

株式会社パレモ(2778)　平成25年２月期　第２四半期決算短信（非連結）

8



 該当事項はありません。 

  

  

(単位：千円）  

 
 ※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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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 2,970,000 274,757 △7,375 5,730,706

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 △36,275 △36,275

四半期純利益 1,683,127 1,683,127

自己株式の 
取得

△989 △989

当四半期変動
額合計

－ － 230,758 － － 1,646,851 6,386 1,883,996

第２四半期会
計期間末

1,229,250 1,203,225 230,758 60,850 2,970,000 1,921,608 △989 7,614,702

（６）重要な後発事象
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