
2022年２月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年10月12日

上 場 会 社 名 株式会社パルグループホールディングス 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 2726 URL http://www.palgroup.holdings/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上 隆太

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務経理部長 (氏名) 藤井 利雄 (TEL)(06)6227-0308

四半期報告書提出予定日 2021年10月13日 配当支払開始予定日 ―

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 ：有 (アナリスト・機関投資家向け )
　

(百万円未満切捨て)

１．2022年２月期第２四半期の連結業績（2021年３月１日～2021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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年２月期第２四半期 63,195 39.9 2,838 － 2,793 － 1,444 －

2021年２月期第２四半期 45,165 △32.5 △1,761 － △1,983 － △1,518 －
(注) 包括利益 2022年２月期第２四半期 1,460百万円( －％) 2021年２月期第２四半期 △1,567百万円( －％)
　

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

2022年２月期第２四半期 32.89 －

2021年２月期第２四半期 △34.57 －
　

　

（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 ％

2022年２月期第２四半期 86,596 44,713 51.6

2021年２月期 108,186 44,351 41.0
(参考) 自己資本 2022年２月期第２四半期 44,713万円 2021年２月期 44,351万円
　

　

　

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

2021年２月期 － 0.00 － 25.00 25.00

2022年２月期 － 0.00

2022年２月期(予想) － 50.00 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 131,000 20.7 7,400 434.8 7,100 574.3 3,900 1,340.4 88.79
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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
　　

　

（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 ： 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
　

　

（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) 2022年２月期２Ｑ 46,272,000株 2021年２月期 46,272,000株

② 期末自己株式数 2022年２月期２Ｑ 2,346,244株 2021年２月期 2,346,134株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期２Ｑ 43,925,778株 2021年２月期２Ｑ 43,931,996株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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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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（2021年３月１日から2021年８月31日まで）におけるわが国経済

は、複数の都道府県に緊急事態宣言の発出並びにまん延防止等重点措置の適用が行われ、個人消

費に大きな影響を及ぼしました。先行きに関しましては、８月後半から新型コロナウイルス感染

症の新規感染者数の減少傾向が継続し、９月30日に緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置がす

べて解除されたことから、回復に向かうことが期待されますが、各都道府県が実施している対策

の緩和については、段階的に行うこととされており、個人消費の動向に関しましては引き続き注

視が必要な状況にあります。

このような事業環境のもと、当社では社員の健康面での安全を確保しつつ、店舗への来客数の

減少を補完すべくＥＣの販売強化に最注力しました結果、衣料事業の売上高は、前年同四半期比

24.2%増の39,824百万円、雑貨事業の売上高は、前年同四半期比78.3％増の23,325百万円となり

ました。また、ＥＣ売上に関しましては、前年同四半期比39.1%の増収となりました。特に自社

サイトであるパルクローゼットでは、前年同四半期比58.1%の増収となっております。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高63,195百万円（前年同四半期比

39.9%増）となり、営業利益2,838百万円（前年同四半期は営業損失1,761百万円）、経常利益

2,793百万円（前年同四半期は経常損失1,983百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益

1,444百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,518百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、現金及び預金が18,352百万円、受取手形及び売掛金が839百万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20,302百万円減少しました。

固定資産は、差入保証金が647百万円、建物及び構築物が269百万円、投資有価証券が124百万円

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1,287百万円減少しました。

（負債）

流動負債は、未払法人税等が681百万円増加しましたが、短期借入金が15,000百万円、支払手形

及び買掛金が6,959百万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21,527百

万円減少しました。

固定負債は、退職給付に係る負債が69百万円増加しましたが、長期借入金が576百万円減少した

ことなどにより、前連結会計年度末に比べて424百万円減少しました。

（純資産）

純資産は、利益剰余金が346百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて362百

万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年２月期の連結業績予想につきましては、2021年４月13日に公表いたしました連結業績予

想を修正しております。詳細に関しては、本日公表の「2022年２月期第２四半期連結累計期間業

績予想数値と実績値の差異及び通期連結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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 63,088 44,735

受取手形及び売掛金 7,310 6,470

商品及び製品 9,709 9,759

その他 1,858 697

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 81,966 61,663

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,078 5,809

その他（純額） 1,599 1,593

有形固定資産合計 7,677 7,402

無形固定資産 549 494

投資その他の資産

差入保証金 12,925 12,277

その他 5,347 5,032

貸倒引当金 △279 △273

投資その他の資産合計 17,992 17,036

固定資産合計 26,220 24,932

資産合計 108,186 86,596

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 24,688 17,729

短期借入金 15,000 －

1年内返済予定の長期借入金 5,198 5,270

未払法人税等 88 769

賞与引当金 1,642 1,381

ポイント引当金 468 572

引当金 14 36

その他 5,081 4,894

流動負債合計 52,181 30,654

固定負債

長期借入金 7,766 7,190

退職給付に係る負債 1,250 1,320

引当金 126 128

資産除去債務 1,795 1,828

その他 713 761

固定負債合計 11,652 11,228

負債合計 63,834 41,882
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021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 4,469 4,469

利益剰余金 39,040 39,386

自己株式 △2,172 △2,173

株主資本合計 44,518 44,864

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △21 △17

退職給付に係る調整累計額 △144 △133

その他の包括利益累計額合計 △166 △151

純資産合計 44,351 44,713

負債純資産合計 108,186 86,596
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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 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日)

売上高 45,165 63,195

売上原価 20,973 28,386

売上総利益 24,191 34,809

販売費及び一般管理費 25,953 31,970

営業利益又は営業損失（△） △1,761 2,838

営業外収益

受取利息 0 0

受取ロイヤリティー 18 10

為替差益 5 4

新型コロナウイルス感染症による助成金収入 16 117

その他 40 30

営業外収益合計 81 163

営業外費用

支払利息 55 62

貸倒引当金繰入額 31 －

持分法による投資損失 209 131

その他 7 14

営業外費用合計 303 208

経常利益又は経常損失（△） △1,983 2,793

特別利益

固定資産売却益 － 1

ゴルフ会員権売却益 － 1

特別利益合計 － 2

特別損失

固定資産除却損 49 83

減損損失 209 381

特別損失合計 258 465

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,242 2,330

法人税、住民税及び事業税 177 704

法人税等調整額 △901 181

法人税等合計 △724 886

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,518 1,444

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,518 1,444
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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 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,518 1,444

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △37 0

為替換算調整勘定 △0 3

退職給付に係る調整額 4 9

持分法適用会社に対する持分相当額 △14 3

その他の包括利益合計 △48 15

四半期包括利益 △1,567 1,460

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,567 1,460

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

該当事項はありません。
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３．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
（自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日）

　 当第２四半期
　 連結累計期間
（自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日）

前年同期比

衣料事業
百万円

32,061

　 百万円

39,824

　 ％

124.2

雑貨事業 13,080 23,325 178.3

その他 23 45 195.2

合 計 45,165 63,195 139.9

（２）店舗の状況（連結）

　 当第２四半期
　 連結累計期間
（自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日）

前連結会計年度末の店舗数
新規店舗数
退店店舗数
当四半期末の店舗数

　 932店
　 25店
　 37店
　 920店

　


