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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35期

第２四半期累計期間
第36期

第２四半期累計期間
第35期

会計期間
自平成27年９月21日
至平成28年３月20日

自平成28年９月21日
至平成29年３月20日

自平成27年９月21日
至平成28年９月20日

売上高 （百万円） 43,168 42,379 88,017

経常利益 （百万円） 1,335 948 2,327

四半期（当期）純利益 （百万円） 887 658 1,477

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 1,358 1,425 1,358

発行済株式総数 （千株） 7,980 8,090 7,980

純資産額 （百万円） 14,945 16,029 15,387

総資産額 （百万円） 37,849 37,163 37,970

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 111.22 82.23 185.20

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） 19.00 20.00 38.00

自己資本比率 （％） 39.5 43.1 40.5

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 108 913 1,818

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △10 △153 △151

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,086 △1,102 △2,181

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 7,233 7,366 7,707

 

回次
第35期

第２四半期会計期間
第36期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成27年12月21日
至平成28年３月20日

自平成28年12月21日
至平成29年３月20日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 56.86 49.26

　（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２四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２四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２四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２四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善など、一部に回復の動きがみられる一方で、

個人消費におきましては、依然として先行き不透明な状況が続き、人々の消費に対するマインドは一層厳しくなって

おります。

　このような状況のもと、当社では中長期経営方針である「スーパーセンター業態の社会的認知の実現」を遂行すべ

く、「企業規模拡大」「店舗運営力向上」「商品力向上」３つの成長戦略を掲げ取り組みを行っております。

　当第２四半期累計期間においては、福知山店・聖籠店において、「商品力向上」として「キッチン」「リビング」

「トラベル」「ビジネス」「ワーク」の生活シーン別の売場に改装し、より女性・主婦目線を意識した品揃えに変更

いたしました。清水店においては、当社２店舗目である直営のガソリンスタンドを新設し、地方部の生活必需品であ

るガソリンの需要の取り込み、また、搾りたてをその場で提供する当社初のフレッシュジュースコーナーを新設し、

新たな需要の創出を図りました。さらに瑞穂店・横越店・川北店では、多様化するお客様の生活時間に対応すべく、

営業時間を９時開店２２時閉店から８時開店２４時閉店に延長、津幡店では開店時間を９時から８時に繰り上げての

延長をいたしました。

　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42,379百万円（前年同四半期比1.8％減)となり

ました。一方、売上総利益は8,522百万円（前年同四半期比0.5％減）、営業利益は891百万円（前年同四半期比

31.7％減）、経常利益は948百万円（前年同四半期比29.0％減）及び四半期純利益は658百万円（前年同四半期比

25.8％減）となりました。

 

（2）財政状態の分析

（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806百万円減少し、37,163百万円となりました。こ

れは主に現金及び預金が341百万円、商品が268百万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1,448百万円減少し、21,134百万円となりました。

これは主に借入金を845百万円返済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642百万円増加し、16,029百万円となりました。

これは主に四半期純利益が658百万円となり、剰余金の配当が151百万円となったことによるものであります。
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（3）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341百万円減

少し、7,366百万円となりました。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獲得した資金は913百万円（前年同四半期は108百万円の獲得）とな

りました。これは主に、税引前四半期純利益971百万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153百万円（前年同四半期は10百万円の使用）とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得250百万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1,102百万円（前年同四半期は1,086百万円の使用）

となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出845百万円があったことによるものであります。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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。

 

（5）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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年３月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年５月１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 8,090,000 8,090,000
  東京証券取引所

      市場第一部

単元株式数

100株

計 8,090,000 8,090,000 － －

 

（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29年１月27日（注） 110,000 8,090,000 66 1,425 66 1,585

　（注）有償第三者割当

　　　　　発行価格　　　1,215円

　　　　　資本組入額　 607.50円

　　　　　割当先　　　 取締役（代表取締役社長及び社外取締役を除く)　計９名
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（６）【大株主の状況】

  平成29年３月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）

有限会社ワイ・ティ・エー 福井県福井市古市一丁目５の１番地 2,024 25.02

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 447 5.53

ＰＬＡＮＴ従業員持株会 福井県坂井市坂井町下新庄15号８番地の１ 343 4.24

三ッ田　佳史 福井県福井市 218 2.69

三ッ田　泰二 福井県福井市 218 2.69

三ッ田　勝規 福井県福井市 200 2.47

三ッ田　美代子 福井県福井市 200 2.47

浅野　守太郎 福井県あわら市 198 2.45

伊藤　昭 埼玉県北葛飾郡 194 2.40

河合　寛政 福井県福井市 162 2.00

計 － 4,204 51.97
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年３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　8,088,400 80,884 同上

単元未満株式 　普通株式　　　1,500 － －

発行済株式総数 　　　　　　8,090,000 － －

総株主の議決権 － 80,884 －

 

②【自己株式等】

平成29年３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

 

 

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２四半期会計期間（平成28年12月21日から平成29

年３月20日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年９月21日から平成29年３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

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を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28年９月20日)
当第２四半期会計期間
(平成29年３月20日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,832 8,491

売掛金 363 383

商品 7,260 6,992

その他 788 596

流動資産合計 17,245 16,463

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,498 8,287

土地 5,424 5,382

その他（純額） 1,563 1,728

有形固定資産合計 15,485 15,399

無形固定資産 1,205 1,188

投資その他の資産 4,033 4,112

固定資産合計 20,724 20,699

資産合計 37,970 37,163

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,860 5,389

電子記録債務 1,270 1,243

1年内返済予定の長期借入金 1,689 5,464

未払法人税等 289 372

賞与引当金 485 351

その他 1,954 1,738

流動負債合計 11,550 14,559

固定負債   

長期借入金 5,820 1,199

退職給付引当金 1,154 1,283

資産除去債務 2,322 2,342

その他 1,735 1,748

固定負債合計 11,032 6,574

負債合計 22,582 21,134

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,358 1,425

資本剰余金 1,518 1,585

利益剰余金 12,509 13,017

自己株式 △0 △0

株主資本合計 15,387 16,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 1

評価・換算差額等合計 0 1

純資産合計 15,387 16,029

負債純資産合計 37,970 37,163

 

EDINET提出書類

株式会社ＰＬＡＮＴ(E03343)

四半期報告書

 9/16



（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27年９月21日
　至　平成28年３月20日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年９月21日
　至　平成29年３月20日)

売上高 43,168 42,379

売上原価 34,599 33,857

売上総利益 8,569 8,522

販売費及び一般管理費 ※１ 7,263 ※１ 7,630

営業利益 1,306 891

営業外収益   

受取手数料 46 50

助成金収入 41 43

その他 20 25

営業外収益合計 108 119

営業外費用   

支払利息 66 55

その他 12 7

営業外費用合計 79 62

経常利益 1,335 948

特別利益   

受取損害賠償金 ※２ 8 ※２ 8

固定資産売却益 － 14

特別利益合計 8 23

税引前四半期純利益 1,343 971

法人税、住民税及び事業税 400 304

法人税等調整額 56 8

法人税等合計 456 313

四半期純利益 887 658
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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27年９月21日
　至　平成28年３月20日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年９月21日
　至　平成29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 1,343 971

減価償却費 431 447

長期前払費用償却額 5 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △131 △134

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48 128

受取利息及び受取配当金 △7 △6

支払利息 66 55

売上債権の増減額（△は増加） 41 △20

たな卸資産の増減額（△は増加） △5 269

仕入債務の増減額（△は減少） △824 △498

未払消費税等の増減額（△は減少） △217 △90

受取損害賠償金 △8 △8

固定資産売却損益（△は益） - △14

その他 △22 101

小計 719 1,207

利息及び配当金の受取額 1 0

利息の支払額 △66 △55

法人税等の支払額 △556 △247

損害賠償金の受取額 10 8

営業活動によるキャッシュ・フロー 108 913

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 △1,650 △1,650

定期預金の払戻による収入 1,650 1,650

有形固定資産の取得による支出 △38 △250

有形固定資産の売却による収入 － 56

敷金及び保証金の差入による支出 △1 △14

その他 29 56

投資活動によるキャッシュ・フロー △10 △153

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 △845 △845

配当金の支払額 △143 △151

その他 △97 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086 △1,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △989 △341

現金及び現金同等物の期首残高 8,223 7,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 7,233 ※ 7,366
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【注記事項】

【追加情報】

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期会計期間から適用しております。

 

（四半期損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期累計期間
（自 平成27年９月21日

　　至 平成28年３月20日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成28年９月21日

　　至 平成29年３月20日）

給与手当 3,366百万円 3,608百万円

賞与引当金繰入額 330 351

退職給付費用 65 145

 

※２ 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）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自 平成27年９月21日
至 平成28年３月20日）

当第２四半期累計期間
（自 平成28年９月21日
至 平成29年３月20日）

現金及び預金勘定 8,358百万円 8,491百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,125 △1,125

現金及び現金同等物 7,233 7,366
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成27年９月21日　至　平成28年３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27年12月18日

定時株主総会
普通株式 143 18  平成27年９月20日  平成27年12月21日 利益剰余金

２．基準日が当第２四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２四半期会計期間末後となるもの

 
（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28年４月28日

取締役会
普通株式 151 19  平成28年３月20日  平成28年５月17日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成28年９月21日　至　平成29年３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28年12月19日

定時株主総会
普通株式 151 19  平成28年９月20日  平成28年12月20日 利益剰余金

２．基準日が当第２四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２四半期会計期間末後となるもの

 
（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29年４月28日

取締役会
普通株式 161 20  平成29年３月20日  平成29年５月19日 利益剰余金

 

（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。

（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。
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（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２四半期累計期間

（自　平成27年９月21日
至　平成28年３月20日）

当第２四半期累計期間
（自　平成28年９月21日
至　平成29年３月20日）

　　１株当たり四半期純利益金額 111円22銭 82円23銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 887 658

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） 887 658

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,979 8,012

　（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29年４月28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　　　　　　　　　　　　　　161百万円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　20円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成29年５月19日

　（注）平成29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、支払いを行います。
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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29年５月１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 加藤　博久　印  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙村　藤貴　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28年９月21日から平成29年９月20日までの第36期事業年度の第２四半期会計期間（平成28年12月21日から平成

29年３月20日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年９月21日から平成29年３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、四半期キャッシュ・フロー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29年３月20日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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