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1. 2023年9月期第1四半期の業績（2022年9月21日～2022年12月20日）

(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 ％

2023年9月期第1四半期 23,022 0.8 260 △1.8 313 △0.5 452 116.6

2022年9月期第1四半期 22,835 ― 265 △33.6 315 △27.3 209 △19.8

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

2023年9月期第1四半期 56.92 ―

2022年9月期第1四半期 26.03 ―

（注）2022年9月期第1四半期の売上高については、会計方針の変更を適用した後の数値となっており、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年9月期第1四半期 41,946 16,077 38.3

2022年9月期 40,292 15,813 39.2

（参考）自己資本 2023年9月期第1四半期 16,077百万円 2022年9月期 15,813百万円

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

2022年9月期 ― 5.00 ― 17.00 22.00

2023年9月期 ―

2023年9月期（予想） 5.00 ― 17.00 22.00

（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. 2023年 9月期の業績予想（2022年9月21日～2023年 9月20日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 47,000 0.6 300 △55.5 350 △52.4 450 △25.4 56.88

通期 96,000 0.7 1,100 △24.1 1,180 △23.0 1,000 208.0 126.78

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

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

(3) 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） 2023年9月期1Q 8,090,000 株 2022年9月期 8,090,000 株

② 期末自己株式数 2023年9月期1Q 195,480 株 2022年9月期 110,280 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年9月期1Q 7,954,635 株 2022年9月期1Q 8,033,720 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
想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… 2

２．四半期財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………… 3

（２）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… 4

第１四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… 4

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 5

（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） ………………………………………………………… 5

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 5

○添付資料の目次

- 1 -

株式会社ＰＬＡＮＴ （7646） 2023年9月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕 （非連結）



１．当四半期決算に関する定性的情報

　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判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の各種政策の効果により景気は緩やかに持ち直しの動きが見ら

れたものの、新たな変異株による新型コロナウイルス感染症再拡大やウクライナ侵攻の長期化、エネルギー価格の高

騰など企業を取り巻く環境は一層厳しさを増しました。小売業界におきましては、急激な円安、原材料価格高騰によ

る物価高の影響を受け、個人所得の伸び悩みもあって、生活防衛意識が一層強まり、将来への不安からくる節約志向

が根強く、先行きは尚一層不透明な状況が続いております。

　このような状況のもと、当社は、収益力の強化を最重要課題とし、下記の施策に積極的に取り組んでおります。

a.改装の実施

　既存店活性化により客数・売上増を図るため、ワクワク感が感じられる売場を目指し、改装を実施いたします。

b.ＰＢ商品開発強化

　当社にしかない価値あるＰＢ商品を開発し、目的来店性・粗利率アップを図ります。

c.Ｒ－９（Ｒ＝Revolution　人件費９億円削減）

　人口減による人手不足・労働単価上昇への対応として機械化等を推進し業務の合理化を図ります。

　以上の結果、当第１四半期累計期間における経営成績は、売上高が23,022百万円（前年同四半期比0.8％増)、売上

総利益は5,172百万円（前年同四半期比3.9％増）となりました。一方、営業利益は260百万円（前年同四半期比1.8％

減）、経常利益は313百万円（前年同四半期比0.5％減）及び四半期純利益は452百万円（前年同四半期比116.6％増）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ1,654百万円増加し、41,946百万円となりました。

これは主に商品が905百万円及び土地が1,926百万円増加した一方、現金及び預金が2,239百万円減少したことによる

ものであります。

（負債）

　当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ1,390百万円増加し、25,869百万円となりました。

これは主に買掛金が622百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ263百万円増加し、16,077百万円となりました。

これは主に四半期純利益が452百万円となり、剰余金の配当が135百万円となったことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　現時点で2022年10月24日公表の業績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。
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（単位：百万円）

前事業年度
(2022年９月20日)

当第１四半期会計期間
(2022年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,200 3,960

売掛金 1,841 3,074

商品 8,232 9,137

その他 603 307

流動資産合計 16,877 16,480

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,236 9,017

土地 5,327 7,253

その他（純額） 4,036 4,560

有形固定資産合計 18,600 20,831

無形固定資産 1,532 1,530

投資その他の資産 3,281 3,104

固定資産合計 23,415 25,466

資産合計 40,292 41,946

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,312 6,934

電子記録債務 728 764

１年内返済予定の長期借入金 622 480

未払法人税等 412 40

賞与引当金 463 187

その他 2,685 3,707

流動負債合計 11,225 12,115

固定負債

長期借入金 6,683 6,480

退職給付引当金 1,757 558

資産除去債務 3,314 3,064

その他 1,497 3,650

固定負債合計 13,253 13,754

負債合計 24,478 25,869

純資産の部

株主資本

資本金 1,425 1,425

資本剰余金 1,585 1,585

利益剰余金 12,820 13,137

自己株式 △0 △54

株主資本合計 15,830 16,093

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17 △16

評価・換算差額等合計 △17 △16

純資産合計 15,813 16,077

負債純資産合計 40,292 41,946

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　2021年９月21日
　至　2021年12月20日)

当第１四半期累計期間
(自　2022年９月21日

　至　2022年12月20日)

売上高 22,835 23,022

売上原価 17,856 17,850

売上総利益 4,979 5,172

販売費及び一般管理費 4,713 4,911

営業利益 265 260

営業外収益

受取手数料 35 33

助成金収入 23 24

その他 21 23

営業外収益合計 80 81

営業外費用

支払利息 24 18

その他 5 9

営業外費用合計 30 28

経常利益 315 313

特別利益

資産除去債務戻入益 － 37

退職給付制度移行益 － 177

特別利益合計 － 215

税引前四半期純利益 315 529

法人税、住民税及び事業税 21 14

法人税等調整額 84 62

法人税等合計 106 76

四半期純利益 209 452

（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

- 4 -

株式会社ＰＬＡＮＴ （7646） 2023年9月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕 （非連結）



（３）四半期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。

（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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