
平成25年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成25年4月19日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ＰＬＡＮＴ 上場取引所 東 
コード番号 7646 URL http://www.plant-co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 三ッ田 勝規
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名） 斉藤 康雄 TEL 0776-72-0300
四半期報告書提出予定日 平成25年4月26日 配当支払開始予定日 平成25年5月17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

1.  平成25年9月期第2四半期の業績（平成24年9月21日～平成25年3月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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9月期第2四半期 38,745 △1.1 1,364 △12.6 1,369 △11.4 836 1.9
24年9月期第2四半期 39,163 △4.4 1,560 5.7 1,545 6.8 821 ―

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9月期第2四半期 104.87 ―
24年9月期第2四半期 121.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第2四半期 35,500 10,357 29.2
24年9月期 37,370 9,639 25.8
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  10,357百万円 24年9月期  9,639百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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9月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年9月期 ― 15.00
25年9月期（予想） ― 15.00 30.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年9月21日～平成25年9月20日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 79,160 △2.0 2,700 △8.8 2,660 △8.8 1,590 △2.2 199.25



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期2Q 7,980,000 株 24年9月期 7,980,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 196 株 24年9月期 163 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 7,979,814 株 24年9月期2Q 6,779,912 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きの対象外であります。なお、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きは終了しておりません。 

※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の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、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仮定及び業績の予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ
１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景とした緩やかな景気回復の兆しに

加え、新政権への期待から円高の是正、株価回復の動きがみられたものの、欧州の金融不安、近隣諸国との関係悪

化の影響を受け、引き続き先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 小売業界におきましては、業務・資本提携やＭ＆Ａの動きが活発であり、業種や業態を超えた出店競争や価格競

争の激化が継続しておりますので、依然として厳しい経営環境下にあります。また消費者は、依然雇用と賃金の先

行きに対する不安から、日々の買い物には慎重で、生活防衛意識を払拭するには至っておりません。 

 このような状況のもと当社の経営理念である、地域の皆様にとっての『暮らしの拠りどころとなる店づくり』を

柱として、低価格と豊富な品揃えに特に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における経営成績は、売上高が38,745百万円（前年同四半期比1.1％減)とな

りました。売上総利益は7,828百万円（前年同四半期比1.5％減）、営業利益は1,364百万円（前年同四半期比

12.6％減）、経常利益は1,369百万円（前年同四半期比11.4％減）及び四半期純利益は836百万円（前年同四半期比

1.9％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ1,869百万円減少し、35,500百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金が1,422百万円減少したことによるものであります。 

  

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ2,587百万円減少し、25,142百万円となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が818百万円減少し、未払法人税等が813百万円減少したことによるものであり

ます。 

  

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ718百万円増加し、10,357百万円となりまし

た。これは主に当第２四半期純利益が836百万円となり、剰余金の配当が119百万円となったことによるものであり

ます。 

   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ1,697百万

円減少し、6,641百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は409百万円（前年同四半期は1,570百万円の獲得）

となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,385百万円があった一方、法人税等の支払額1,317百万円、仕入

債務の減少額818百万円があったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は369百万円（前年同四半期は149百万円の使用）と

なりました。これは主に、定期預金の預入による支出2,075百万円、定期預金の払戻による収入1,800百万円による

ものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は918百万円（前年同四半期は894百万円の使用）と

なりました。これは主に、長期借入金の返済による支出789百万円によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成25年９月期の通期業績予想につきましては、平成24年10月19日発表の「決算短信」に記載いたしました業績

予想を下記のとおり変更しております。 

 （通期業績予想） 

  平成25年９月期通期（平成24年９月21日～平成25年９月20日） 

 （修正理由) 

  当第２四半期累計期間の業績を踏まえ検討した結果、通期の業績予想を修正することといたしました。 

 第１に、昨年４月に開店した刈羽店の業績が当初予想を大幅に下回って推移しました。売上高において当初予想

の約70％、売上総利益において同65％に止まりましたので、これを実体に合わせ修正いたします。 

 第２に、昨年３月からのガソリン価格の高騰が、自動車による顧客の来店頻度を減少させることとなり、ガソリ

ン価格は現在もさらに高値圏で推移していることから下期についても客数の回復に影響するものと考えます。 

 第３には、当期１月から３月において、週末のたびに天候不順（低温、凍結、強風、風雨、風雪）を繰り返し、

客数の減少につながりました。ただし、この要因は、下期については影響いたしません。  

  なお、上記予想は本資料発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  
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 

前回発表予想（Ａ） 

百万円

81,800

百万円

3,000

百万円

2,900

百万円 

 1,700

円 銭

213.04

今回発表予想（Ｂ） 79,160 2,700 2,660  1,590 199.25

増減額（Ｂ－Ａ） △2,640 △300 △240  △110 △13.79

増減率（％） △3.2 △10.0 △8.3  △6.5 △6.5

（ご参考）前期実績

（平成24年９月期） 
80,804 2,960 2,917  1,625 236.21
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（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年９月21日以後に取得した有形固定資産に 

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微でありま 

す。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

株式会社ＰＬＡＮＴ （7646） 平成25年9月期 第２四半期決算短信 〔日本基準〕 （非連結）

－4－



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年９月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,038 8,616

売掛金 242 260

商品 6,144 6,240

その他 571 373

流動資産合計 16,997 15,491

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,363 7,992

土地 5,339 5,339

その他（純額） 1,307 1,289

有形固定資産合計 15,010 14,620

無形固定資産 1,149 1,156

投資その他の資産 4,214 4,232

固定資産合計 20,373 20,009

資産合計 37,370 35,500

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,548 5,729

1年内返済予定の長期借入金 2,268 12,359

未払法人税等 1,342 528

賞与引当金 387 305

その他 1,359 1,180

流動負債合計 11,907 20,103

固定負債   

長期借入金 11,369 490

退職給付引当金 830 904

資産除去債務 1,881 1,898

その他 1,742 1,747

固定負債合計 15,823 5,039

負債合計 27,730 25,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,358 1,358

資本剰余金 1,518 1,518

利益剰余金 6,766 7,483

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,643 10,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 △2

評価・換算差額等合計 △3 △2

純資産合計 9,639 10,357

負債純資産合計 37,370 35,500
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年９月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年９月21日 
 至 平成25年３月20日) 

売上高 39,163 38,745

売上原価 31,215 30,917

売上総利益 7,947 7,828

販売費及び一般管理費 6,386 6,463

営業利益 1,560 1,364

営業外収益   

受取手数料 49 53

助成金収入 12 49

その他 64 35

営業外収益合計 127 138

営業外費用   

支払利息 116 114

その他 26 19

営業外費用合計 142 133

経常利益 1,545 1,369

特別利益   

受取損害賠償金 398 15

特別利益合計 398 15

税引前四半期純利益 1,943 1,385

法人税、住民税及び事業税 917 513

法人税等調整額 204 35

法人税等合計 1,121 548

四半期純利益 821 836
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年９月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年９月21日 
 至 平成25年３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 1,943 1,385

減価償却費 486 498

長期前払費用償却額 45 9

賞与引当金の増減額（△は減少） △134 △82

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51 74

受取利息及び受取配当金 △7 △7

支払利息 116 114

売上債権の増減額（△は増加） △3 △17

たな卸資産の増減額（△は増加） 88 △96

仕入債務の増減額（△は減少） △237 △818

未払消費税等の増減額（△は減少） △7 20

受取損害賠償金 △398 △15

その他 △98 △145

小計 1,845 918

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △121 △121

法人税等の支払額 △155 △1,317

損害賠償金の受取額 － 108

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,570 △409

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,800 △2,075

定期預金の払戻による収入 1,800 1,800

有形固定資産の取得による支出 △18 △96

敷金及び保証金の差入による支出 △140 －

その他 9 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △149 △369

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △789 △789

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △101 △119

その他 △4 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △894 △918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 526 △1,697

現金及び現金同等物の期首残高 5,240 8,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,766 6,641
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  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

 当社は、小売業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

   

 資金の借入 

当社は、平成25年３月５日の取締役会決議に基づき、平成25年４月19日に以下の金銭消費貸借契約を締結 

いたしました。 

本件タームローンにより、期日一括返済条件の既存借入金を返済することにより借入金が増加することは 

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

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象

項  目 内  容 

契約形態 金銭消費貸借契約（シンジケーション方式タームローン） 

アレンジャー兼エージェント 株式会社福井銀行 

貸付人 株式会社福井銀行ほか９行 

契約締結日 平成25年４月19日 

借入実行日 平成25年４月30日 

借入金額 百万円 7,000

資金使途 事業資金 

最終返済期日 平成30年２月28日 

利率 ６ヶ月TIBOR＋スプレッド 

返済条件 ６ケ月毎元金均等返済 

担保提供資産又は保証の内容 無 

財務制限条項 ① 各年度の決算期及び第２四半期の末日における貸借対照表

の資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。 

② 各年度の決算期の末日における損益計算書上の営業損益・

経常損益・税引後当期損益につき２期連続して損失を計上し

ないこと。 
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