
平成 24 年８月 20 日 

各  位 

会社名  株式会社ＰＬＡＮＴ  

代表者名  代表取締役社長 三ッ田 勝規  

（コード番号：７６４６ 東証第二部・ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先  専務取締役管理本部長 斉藤 康雄  

ＴＥＬ ０７７６－７２－０３００  

 

東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 24 年８月 20 日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。今後と

も、なお、一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきましては

別添のとおり(添付資料は平成 24 年７月 17 日公表済みの資料です。)であります。 

 なお、別添記載の当期の業績予想は、平成 24 年 7 月 30 日に、以下のとおり修正しております。 

 

 
【単体】    （単位：百万円、％）

平成24年９月期 
（予想） 

平成23年９月期 
（実績） 

平成24年９月期 
第３四半期累計期間 

（実績） 

決算期 
 
 
 項目  構成比 前年比  構成比  構成比

 売 上 高  80,250 100.0  △2.6 82,375 100.0 59,525 100.0

 営 業 利 益  3,000 3.7  2.7 2,922 3.5 2,219 3.7

 経 常 利 益  2,800 3.5  △1.8 2,850 3.5 2,205 3.7

 当 期 純 利 益  1,640 2.0  ― 46 0.1 1,234 2.1

 
 
１ 株 当 た り
当期（四半期）純利益

 
 238.53円 6.92円 182.10円

 １ 株 当 た り
配 当 金  （期末配当金）15.00円

（年間配当金）30.00円 (期末・年間配当金)15.00円 （中間配当金）15.00円

 
（注）１．当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 

２．平成23年９月期（実績）及び平成24年９月期第３四半期累計期間（実績）の１株当た
り当期（四半期）純利益は、期中平均株式数により算出しております。 

３．平成24年９月期（予想）の１株当たり当期純利益は、平成24年７月30日に公表いたし
ました公募による新株式（1,000,000株）を考慮した予定期中平均株式数により算出
しております。なお、オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資
分（最大200,000株）は考慮しておりません。 

 

                                        以 上  
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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年9月21日～平成24年6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 ％

24年9月期第3四半期 59,525 △3.1 2,219 △3.3 2,205 △1.8 1,234 ―
23年9月期第3四半期 61,455 △0.1 2,295 51.6 2,245 57.6 △326 ―

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

24年9月期第3四半期 182.10 ―
23年9月期第3四半期 △48.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 36,540 8,589 23.5
23年9月期 34,887 7,560 21.7
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  8,589百万円 23年9月期  7,560百万円

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

23年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年9月期 ― 15.00 ―
24年9月期（予想） 15.00 30.00

3. 平成24年 9月期の業績予想（平成23年9月21日～平成24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  ：  無   

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 80,250 △2.6 3,000 2.7 2,800 △1.8 1,540 ― 227.14



(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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期3Q 6,780,000 株 23年9月期 6,780,000 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 125 株 23年9月期 74 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 6,779,899 株 23年9月期3Q 6,779,934 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、２ページ
１．当四半期決算に関する定性情報（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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から持ち直しの動きが見られる一方で、欧州の

財政危機による世界経済への悪影響、長引く円高、株価低迷の長期化等により企業業績の悪化が懸念され、先行き不

透明な状況で推移いたしました。個人消費につきましても、実質所得の減少を不安視した消費者の節約志向は依然根

強く、消費よりも貯蓄への志向が強まる中、小売業界では、低価格競争が一層激化し、厳しい経営環境下にありま

す。 

 このような状況のもと、当社では、前期に引続き創立30周年記念セールを全店で展開しており、特別価格での商品

提供を実施し、当社の経営理念である、地域住民の『暮らしの拠り所となる店づくり』を柱として、低価格・豊富な

品揃えによって多くのお客様から支持される店舗づくりに努めてまいりました。 

  また４月26日には、平成19年９月に新潟中越沖地震の影響で閉店しておりましたＰＬＡＮＴ－５刈羽店を、地元の

皆様の強い要望により営業を再開し、第３四半期末現在の店舗数は、全店で21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経営成績は、売上高が59,525百万円（前年同四半期比3.1％減)となり

ました。売上総利益は11,965百万円（前年同四半期比4.9％減）、営業利益は2,219百万円（前年同四半期比3.3％

減）、経常利益は2,205百万円（前年同四半期比1.8％減）となりました。四半期純利益は1,234百万円（前年同四半

期は四半期純損失326百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 （資産）  

  当第３四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ1,652百万円増加し、36,540百万円となりました。

これは主に現金及び預金が1,314百万円増加したことによるものであります。 

 （負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ623百万円増加し、27,951百万円となりました。こ

れは主に流動負債の支払手形及び買掛金が753百万円、未払法人税等が930百万円、１年内返済予定の長期借入金が

740百万円増加した一方、固定負債の長期借入金が1,851百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ1,029百万円増加し、8,589百万円となりました。

これは主に当第３四半期純利益が1,234百万円となり、剰余金の配当が203百万円となったことによるものでありま

す。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 現時点で平成23年10月20日公表の予想に変更はありません。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。 

   

   

（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。 

   

   

１．当四半期決算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
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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23年９月20日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,940 8,254

売掛金 218 241

商品 6,119 6,607

その他 364 672

流動資産合計 13,642 15,775

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,133 8,566

土地 5,359 5,359

その他（純額） 1,201 1,386

有形固定資産合計 15,694 15,312

無形固定資産 1,180 1,179

投資その他の資産 4,370 4,273

固定資産合計 21,245 20,764

資産合計 34,887 36,540

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,309 7,062

1年内返済予定の長期借入金 1,578 2,318

未払法人税等 178 1,107

賞与引当金 392 472

その他 1,280 1,154

流動負債合計 9,738 12,115

固定負債   

長期借入金 13,238 11,387

退職給付引当金 740 809

資産除去債務 2,495 1,873

その他 1,115 1,765

固定負債合計 17,589 15,835

負債合計 27,327 27,951

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,029 1,029

資本剰余金 1,188 1,188

利益剰余金 5,344 6,375

自己株式 △0 △0

株主資本合計 7,562 8,593

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △3

評価・換算差額等合計 △1 △3

純資産合計 7,560 8,589

負債純資産合計 34,887 36,540

株式会社ＰＬＡＮＴ（７６４６）平成２４年９月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

－3－



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年９月21日 
 至 平成24年６月20日) 

売上高 61,455 59,525

売上原価 48,875 47,560

売上総利益 12,579 11,965

販売費及び一般管理費 10,283 9,746

営業利益 2,295 2,219

営業外収益   

受取手数料 77 77

その他 92 112

営業外収益合計 169 190

営業外費用   

支払利息 193 176

その他 26 26

営業外費用合計 219 203

経常利益 2,245 2,205

特別利益   

受取損害賠償金 － 513

特別利益合計 － 513

特別損失   

固定資産除却損 0 －

原発事故損失 1,810 －

震災損失 18 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 766 －

特別損失合計 2,596 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △350 2,719

法人税、住民税及び事業税 1,057 1,450

法人税等調整額 △1,081 34

法人税等合計 △23 1,485

四半期純利益又は四半期純損失（△） △326 1,234
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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。 

   

   

    該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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