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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第31期

第３四半期累計期間
第32期

第３四半期累計期間
第31期

会計期間
自平成23年９月21日
至平成24年６月20日

自平成24年９月21日
至平成25年６月20日

自平成23年９月21日
至平成24年９月20日

売上高               （百万円） 59,525 58,726 80,804

経常利益             （百万円） 2,205 1,885 2,917

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,234 1,142 1,625

持分法を適用した場合の投資利益

                   （百万円）
－ － －

資本金               （百万円） 1,029 1,358 1,358

発行済株式総数   　    （千株） 6,780 7,980 7,980

純資産額             （百万円） 8,589 10,543 9,639

総資産額             （百万円） 36,540 35,875 37,370

１株当たり四半期（当期）純利益

金額　　　　 　　　　　  （円）
182.10 143.14 236.21

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額       （円）
－ － －

１株当たり配当額         （円） 15.00 15.00 30.00

自己資本比率　　　　　　 （％） 23.5 29.4 25.8

　

回次
第31期

第３四半期会計期間
第32期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成24年３月21日
至平成24年６月20日

自平成25年３月21日
至平成25年６月20日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
60.92 38.27

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

　　　　２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。　

　　　　３. 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため、記載しておりません。

４. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融政策や各種経済対策への期待感から、円高の是正

や株価回復の動きもあり、景況感は徐々に穏やかな改善の兆しが見られるものの、不安定な海外経済や電気料の値上

げ等もあり、先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 

  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、株価上昇による資産効果や

消費マインドの好転を背景にして高額品消費に一部回復の兆しが見えるものの、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３四半期累計期間における経営成績は、売上高が58,726百万円（前年同四半期比1.3％減)となり

ました。一方、売上総利益は11,713百万円（前年同四半期比2.1％減）、営業利益は1,929百万円（前年同四半期比　

13.0％減）、経常利益は1,885百万円（前年同四半期比14.5％減）及び四半期純利益は1,142百万円（前年同四半期比

　7.5％減）となりました。

　

（2）財政状態の分析

（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1,495百万円減少し、35,875百万円となりました。これ

は主に現金及び預金が1,736百万円減少した一方、商品が447百万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2,398百万円減少し、25,331百万円となりました。これ

は主に未払法人税等が1,342百万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903百万円増加し、10,543百万円となりました。これ

は主に当第３四半期純利益が1,142百万円となり、剰余金の配当が239百万円となったことによるものであります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,120,000

計 23,120,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年７月24日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

　普通株式 7,980,000 7,980,000
     東京証券取引所

　　 市場第二部　

単元株式数

100株

計 7,980,000 7,980,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数　　　　
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成25年３月21日～

平成25年６月20日　
－ 7,980,000－ 1,358 － 1,518

（６）【大株主の状況】

　　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成25年３月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。

　　　①【発行済株式】　

 平成25年６月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　 　100 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 　7,979,100 79,791 同上

単元未満株式 普通株式　    　 800 － －

発行済株式総数             7,980,000 － －

総株主の議決権 － 79,791 －

 

②【自己株式等】

　 平成25年６月20日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ＰＬＡＮＴ

福井県坂井市坂井町

下新庄15号８番地の１

　

100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成25年３月21日から平成25年

６月20日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年９月21日から平成25年６月20日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【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３四半期会計期間
(平成25年６月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,038 8,302

売掛金 242 271

商品 6,144 6,592

その他 571 471

流動資産合計 16,997 15,638

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,363 7,804

土地 5,339 5,339

その他（純額） 1,307 1,670

有形固定資産合計 15,010 14,813

無形固定資産 1,149 1,163

投資その他の資産 4,214 4,259

固定資産合計 20,373 20,236

資産合計 37,370 35,875

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,548 6,752

1年内返済予定の長期借入金 2,268 1,597

未払法人税等 1,342 －

賞与引当金 387 496

その他 1,359 1,453

流動負債合計 11,907 10,299

固定負債

長期借入金 11,369 10,477

退職給付引当金 830 934

資産除去債務 1,881 1,906

その他 1,742 1,714

固定負債合計 15,823 15,032

負債合計 27,730 25,331

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 7,668

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,643 10,546

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 10,543

負債純資産合計 37,370 35,875
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（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23年９月21日
　至　平成24年６月20日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年９月21日
　至　平成25年６月20日)

売上高 59,525 58,726

売上原価 47,560 47,013

売上総利益 11,965 11,713

販売費及び一般管理費 9,746 9,783

営業利益 2,219 1,929

営業外収益

受取手数料 77 82

助成金収入 13 49

その他 99 49

営業外収益合計 190 181

営業外費用

支払利息 176 163

シンジケートローン手数料 14 50

その他 12 13

営業外費用合計 203 226

経常利益 2,205 1,885

特別利益

受取損害賠償金 ※
 513

※
 15

特別利益合計 513 15

税引前四半期純利益 2,719 1,900

法人税、住民税及び事業税 1,450 830

法人税等調整額 34 △71

法人税等合計 1,485 758

四半期純利益 1,234 1,142
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【会計方針の変更等】

 　    (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３四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。 

 

【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

　　　　※　受取損害賠償金は、福島第一原発の事故により被ったＰＬＡＮＴ－４大熊店の原発事故損失の一部とし

て、東京電力（株）より提示を受けた賠償額を計上しております。

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

  
前第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）

当第３四半期累計期間
（自  平成24年９月21日
至  平成25年６月20日）

減価償却費 767百万円 751百万円

　

（株主資本等関係）

　Ⅰ　前第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）

　　１．配当金支払額

　
（決議）

 
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年12月19日

定時株主総会
普通株式 101 15 平成23年９月20日 平成23年12月20日利益剰余金

平成24年４月20日

取締役会
普通株式 101 15 平成24年３月20日 平成24年５月18日利益剰余金

　　２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後となるもの

　　　　　該当事項はありません。　

　

　Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成24年９月21日　至　平成25年６月20日）

　　１．配当金支払額

　
（決議）

 
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年12月18日

定時株主総会
普通株式 119 15 平成24年９月20日 平成24年12月19日利益剰余金

平成25年４月19日

取締役会　
普通株式 119 15 平成25年３月20日 平成25年５月17日利益剰余金

　　２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後となるもの

　　　　　該当事項はありません。　　

　

（持分法損益等）

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　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。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第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）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年９月21日
至　平成25年６月20日）

    １株当たり四半期純利益金額 182円10銭 143円14銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,234 1,142

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,234 1,142

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,779 7,979

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

  該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成25年４月19日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　119百万円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　15円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成25年５月17日

　（注）平成25年３月20日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成25年７月23 日

株式会社ＰＬＡＮＴ  

 取締役会　御中   

 有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大中　康行　印 　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 由水　雅人　印 　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＰＬＡ

ＮＴの平成２４年９月２１日から平成２５年９月２０日までの第３２期事業年度の第３四半期会計期間（平成２５年３

月２１日から平成２５年６月２０日まで）及び第３四半期累計期間（平成２４年９月２１日から平成２５年６月２０日

まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。　

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＰＬＡＮＴの平成２５年６月２０日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。　

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期　

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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