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(百万円未満切捨て)
１．平成28年２月期第２四半期の連結業績（平成27年３月１日～平成27年８月31日）

（１）連結経営成績(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 ％

28年２月期第２四半期 55,683 7.7 3,246 △14.9 3,209 △15.3 1,893 △6.9

27年２月期第２四半期 51,703 6.6 3,814 39.6 3,789 37.0 2,033 45.9
(注) 包括利益 28年２月期第２四半期 1,903百万円( △4.5％) 27年２月期第２四半期 1,992百万円( 57.1％)
　

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

28年２月期第２四半期 85.67 ―

27年２月期第２四半期 92.45 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年２月期第２四半期 76,170 34,899 45.8

27年２月期 82,023 36,316 41.8
(参考) 自己資本 28年２月期第２四半期 34,889百万円 27年２月期 34,302百万円
　

　

　

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

27年２月期 ― 0.00 ― 65.00 65.00

28年２月期 ― 0.00

28年２月期(予想) ― 65.00 65.00

(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28年２月期の連結業績予想（平成27年３月１日～平成28年２月29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 117,510 8.7 8,080 0.2 7,860 △1.3 4,390 7.3 199.55
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 -社（社名） 、除外 -社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）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 ： 有

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
　

　

（４）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) 28年２月期２Ｑ 23,136,000株 27年２月期 23,136,000株

② 期末自己株式数 28年２月期２Ｑ 1,136,757株 27年２月期 1,140,318株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年２月期２Ｑ 22,097,292株 27年２月期２Ｑ 21,995,993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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての
注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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(参考）

1. 平成28年２月期第２四半期の個別業績(累計）（平成27年３月１日～平成27年８月31日）

(１)個別経営成績(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 ％

28年２月期第２四半期 46,382 6.9 3,364 △14.2 3,343 △14.5 1,707 △23.0

27年２月期第２四半期 43,380 9.2 3,918 30.1 3,912 26.5 2,218 30.4

2. 平成28年２月期の個別業績予想（平成27年３月１日～平成28年２月29日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

通 期 97,580 8.2 7,870 1.5 4,250 2.5 193.19
(注) 直近に公表されている個別業績予想からの修正の有無 ： 有
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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２四半期連結累計期間(平成27年３月１日から平成27年８月31日まで）におけるわが国経済は、政府の経済

対策等により緩やかな回復基調で推移しました。

　このような事業環境のもと、当企業集団は業態の確立と出店の促進とを積極的に行うとともに、業態変更による

既存店の活性化と不採算店舗の撤退とを推し進め、業容の拡大と経営効率の改善に努めてまいりました。

　衣料事業におきましては、積極的なブランドプロモーションを展開するとともに、ＭＤの改革を推進し、機動的

な商品投入によって店頭商品の鮮度を向上させるなどしたほか、出店を44店舗行うなどした結果、売上高は前年同

期比4.9％増加の42,119百万円となりました。また、雑貨事業につきましても、知名度向上による旺盛な出店要請

に呼応して20店舗出店するなどした結果、売上高は前年同期比17.4％増加の13,497百万円となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比7.7％増加の55,683百万円となりました。

利益面につきましては、ＭＤの改革の推進等を行いましたものの、売上総利益率は前年比1.2ポイント減少の

56.0％となりました。営業利益は前年同期比568百万円減少の3,246百万円となり、経常利益は前年同期比579百万

円減少の3,209百万円となりました。四半期純利益は前年同期比140百万円減少の1,893百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　流動資産は、受取手形及び売掛金が284百万円、商品及び製品が955百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預

金が7,828百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて6,585百万円減少しました。

　固定資産は、建物及び構築物が397百万円、差入保証金が242百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会

計年度末に比べて732百万円増加しました。

　（負債）

　流動負債につきましては支払手形及び買掛金が3,489百万円、未払法人税等が1,072百万円それぞれ減少したこと

などにより、前連結会計年度末に比べて4,913百万円減少しました。

　固定負債は、長期借入金が350百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて478百万円増加しまし

た。

　（純資産）

　純資産は、資本剰余金が1,090百万円増加しましたが、少数株主持分が2,004百万円減少したことなどにより前連

結会計年度末に比べて1,417百万円減少しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成27年４月14日に公表いたしました連結業績予想を平成27年10月13日に変更しました。修正理由につきまし

ては、平成27年10月13日公表の「第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　

（会計方針の変更）

　 （退職給付に関する会計基準等の適用）
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を従業員の平均残存期間に近似した年数に基

づく割引率を使用する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割

引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が42百万円増加し、利益剰余金が26百万円減

少し、少数株主持分が15百万円減少しております。また、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微で

あります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 43,503 35,675

受取手形及び売掛金 5,603 5,887

商品及び製品 7,701 8,656

その他 1,176 1,178

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 57,981 51,395

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,986 7,384

その他（純額） 2,224 2,386

有形固定資産合計 9,211 9,771

無形固定資産 201 245

投資その他の資産

差入保証金 12,750 12,993

その他 1,997 1,873

貸倒引当金 △119 △109

投資その他の資産合計 14,628 14,757

固定資産合計 24,041 24,774

資産合計 82,023 76,170

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 18,207 14,717

短期借入金 1,459 2,118

1年内返済予定の長期借入金 2,725 2,506

未払法人税等 2,363 1,290

賞与引当金 1,122 980

引当金 281 73

その他 6,436 5,995

流動負債合計 32,596 27,682

固定負債

長期借入金 6,954 7,304

退職給付に係る負債 541 603

引当金 186 202

資産除去債務 1,424 1,503

その他 4,003 3,974

固定負債合計 13,110 13,588

負債合計 45,706 41,271

決算短信 （宝印刷）  2015年10月13日 12時00分 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）

株式会社パル(2726）平成28年２月期第２四半期決算短信

4



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,181 3,181

資本剰余金 3,379 4,469

利益剰余金 28,563 29,000

自己株式 △1,146 △2,087

株主資本合計 33,977 34,564

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 261 278

為替換算調整勘定 6 7

退職給付に係る調整累計額 56 39

その他の包括利益累計額合計 324 324

少数株主持分 2,014 9

純資産合計 36,316 34,899

負債純資産合計 82,023 76,170
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

売上高 51,703 55,683

売上原価 22,129 24,509

売上総利益 29,574 31,173

販売費及び一般管理費 25,759 27,927

営業利益 3,814 3,246

営業外収益

受取利息 7 1

持分法による投資利益 13 7

負ののれん償却額 9 -

受取賃貸料 5 3

為替差益 1 -

受取補償金 - 17

その他 26 33

営業外収益合計 63 63

営業外費用

支払利息 60 75

債務保証損失引当金繰入額 - 14

その他 28 9

営業外費用合計 89 99

経常利益 3,789 3,209

特別利益

固定資産売却益 15 -

負ののれん発生益 - 507

特別利益合計 15 507

特別損失

固定資産除却損 42 189

減損損失 125 267

その他 8 6

特別損失合計 177 464

税金等調整前四半期純利益 3,627 3,251

法人税、住民税及び事業税 1,688 1,207

法人税等調整額 △56 138

法人税等合計 1,631 1,345

少数株主損益調整前四半期純利益 1,995 1,905

少数株主利益又は少数株主損失（△） △37 12

四半期純利益 2,033 1,893
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,995 1,905

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 19

退職給付に係る調整額 - △22

為替換算調整勘定 - △0

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 △2 △2

四半期包括利益 1,992 1,903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,029 1,893

少数株主に係る四半期包括利益 △36 9
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（３）四半期連結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）

①株式交換に伴う自己株式の減少及び自己株式処分差益の発生

　株式会社ナイスクラップを株式交換により完全子会社とするに当たり、平成27年６月１日に、株式会社ナイス

クラップの株主に対し自己株式を交付いたしました。これにより、当第２四半期連結累計期間において自己株式

が343百万円減少し、資本剰余金（自己株式処分差益）が1,089百万円増加いたしました。

②自己株式の取得

　平成27年７月14日開催の取締役会決議に基づき、当第２四半期連結累計期間において自己株式を取得いたしま

した。この結果、自己株式が1,281百万円増加いたしました。

5.補足情報

(1) セグメント別の販売実績（連結）
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

前年同期比

(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

百万円 百万円 ％

　衣料事業 40,138 42,119 104.9

　雑貨事業 11,499 13,497 117.4

　その他 66 66 100.0

　 合 計 51,703 55,683 107.7

(2) 店舗の状況（連結）
当第２四半期
連結累計期間

(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

前連結会計年度末の店舗数 833店

新規店舗数 64店

退店店舗数 29店

当四半期末の店舗数 868店
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