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(百万円未満切捨て)

１．平成27年２月期第３四半期の業績（平成26年２月21日～平成26年11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３四半期 24,057 △12.2 △619 - △564 - △898 -

26年２月期第３四半期 27,407 △8.0 △137 - △97 - △499 -
　

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３四半期 △74.58 -

26年２月期第３四半期 △41.48 -
　

　
（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３四半期 14,714 3,579 24.3

26年２月期 15,179 4,575 30.1

(参考) 自己資本 27年２月期第３四半期 3,579 百万円 　26年２月期 4,575 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 - 3.00 -

27年２月期(予想) 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、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 32,870 △9.4 △214 - △158 - △577 - △47.90
(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３Ｑ 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３Ｑ 6,167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３Ｑ 12,045,814株 26年２月期３Ｑ 12,047,451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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策等による景気回復の期待が
続いていましたが、消費税増税後における四半期ＧＤＰが連続でマイナス成長となるなど、消費
者の購買力低下、景気減速が鮮明となる市場環境で推移しました。この間、当社が属する専門店
業界におきましては、ニューベーシックを切り口としたアパレルやライフスタイル提案型の雑貨
の新業態開発が目立つなど、顧客の争奪が一層激化してまいりました。
このような環境の中、当社は引き続き経営体質の改善改革をテーマに、事業基盤の再構築、基幹

事業の収益回復に向けたＭＤ（マーチャンダイジング）変革、販売サービス変革に取り組むとと
もに、不採算店舗閉店による赤字額削減ならびに営業費の削減についても注力してまいりました。
これらにより、店舗基盤の整備及びローコスト体質への改善が進捗し、第３四半期会計期間にお
ける営業損益については、前年同期比で若干の改善となりました。しかしながら基幹事業の収益
回復には至っておらず、今後も継続して商品及び営業それぞれの変革について徹底して取り組ん
でまいります。
当第３四半期累計期間におきましては、徐々に消費環境の減速が顕在化する中で秋冬物の動きに

おいても力強さに欠け、既存店売上高前年比は89.7％となりました。店舗の出退店におきまして
は、新規に「木糸土・ハレノヒ」の5店舗を含め12店舗を出店し、70店舗を退店した結果、第３四
半期会計期間末の店舗数は722店舗となりました。また、ＦＣ（フランチャイズ）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。
以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は240億57百万円（前年同期比12.2％減）、営

業損失は６億19百万円（前年同四半期は営業損失１億37百万円）、経常損失は５億64百万円（前年
同四半期は経常損失97百万円）、四半期純損失は８億98百万円（前年同四半期は四半期純損失４億
99百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末の資産は147億14百万円となり、前事業年度末に比べて４億64百万円減少
しました。これは不採算店舗の退店による保証金の回収などによるものです。
負債については、前事業年度末に比べて５億30百万円増加して111億34百万円となりました。これ

は季節要因による買掛金の増加などによるものです。
純資産については、35億79百万円となり、前事業年度末に比べて９億95百万円減少しました。こ

れは四半期純損失の計上と配当金の支払によるものです。

（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９月16日公表の「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業績予想に変更はありません。

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３四半期会計期間
(平成26年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 309,633 244,525

売掛金 57,668 93,853

預け金 1,135,771 1,655,909

商品 3,498,720 3,406,488

貯蔵品 18,233 31,591

前払費用 23,741 31,050

未収入金 54,473 54,507

1年内回収予定の差入保証金 540,869 531,794

その他 6,789 5,347

貸倒引当金 △120 △120

流動資産合計 5,645,781 6,054,949

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,388,090 1,332,220

工具、器具及び備品（純額） 210,719 173,103

建設仮勘定 10,162 2,238

有形固定資産合計 1,608,972 1,507,563

無形固定資産

商標権 2,775 1,994

ソフトウエア 149,680 214,397

電話加入権 64,373 64,373

その他 202 961

無形固定資産合計 217,031 281,727

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 2,510

長期前払費用 151,030 154,910

差入保証金 7,563,458 6,727,427

店舗賃借仮勘定 23,264 15,317

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 △249,591

投資その他の資産合計 7,707,778 6,870,364

固定資産合計 9,533,782 8,659,655

資産合計 15,179,564 14,714,605
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年２月20日)

当第３四半期会計期間
(平成26年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形 8,843 30,248

電子記録債務 2,837,574 2,691,134

買掛金 697,939 1,343,335

短期借入金 1,600,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 - 600,000

未払金 296,386 381,976

未払費用 1,144,775 1,052,643

未払法人税等 243,831 167,684

未払消費税等 - 188,176

預り金 136,428 187,060

賞与引当金 189,000 307,500

資産除去債務 20,607 38,498

設備関係支払手形 192,613 54,182

流動負債合計 7,367,998 7,842,441

固定負債

長期借入金 2,100,000 2,300,000

繰延税金負債 38,833 37,442

退職給付引当金 380,961 292,729

資産除去債務 684,870 632,327

長期未払金 31,820 29,739

固定負債合計 3,236,485 3,292,238

負債合計 10,604,484 11,134,679

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 △1,117,431 △2,112,227

その他利益剰余金合計 1,852,568 857,772

利益剰余金合計 1,913,418 918,623

自己株式 △1,571 △1,930

株主資本合計 4,575,079 3,579,925

純資産合計 4,575,079 3,579,925

負債純資産合計 15,179,564 14,714,605
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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25年２月21日
　至 平成25年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年２月21日
　至 平成26年11月20日)

売上高 27,407,256 24,057,572

売上原価 12,394,326 11,088,596

売上総利益 15,012,929 12,968,976

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 399,173 340,680

役員報酬及び給料手当 5,936,942 5,352,888

賞与引当金繰入額 366,500 307,500

退職給付引当金繰入額 91,829 46,638

福利厚生費 839,253 758,306

消耗品費 509,927 369,949

賃借料 4,668,452 4,298,287

減価償却費 341,024 334,121

水道光熱費 566,519 528,520

その他 1,430,394 1,251,814

販売費及び一般管理費合計 15,150,017 13,588,706

営業損失（△） △137,087 △619,730

営業外収益

受取利息 862 717

受取配当金 8,000 33,000

債務勘定整理益 32,099 27,823

貸倒引当金戻入額 11,661 3,855

その他 4,659 4,314

営業外収益合計 57,282 69,710

営業外費用

支払利息 12,876 11,579

その他 4,809 2,570

営業外費用合計 17,685 14,149

経常損失（△） △97,491 △564,170

特別利益

移転補償金 58 9,489

特別利益合計 58 9,489

特別損失

固定資産処分損 36,873 14,773

減損損失 154,310 152,359

その他 10,382 21,914

特別損失合計 201,566 189,047

税引前四半期純損失（△） △298,999 △743,728

法人税、住民税及び事業税 159,159 156,089

法人税等調整額 41,532 △1,391

法人税等合計 200,691 154,698

四半期純損失（△） △499,690 △898,426

決算短信 （宝印刷）  2014年12月26日 09時44分 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社パレモ(2778) 平成27年２月期 第３四半期決算短信（非連結）

6

（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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