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1.  平成22年7月期第2四半期の業績（平成21年8月1日～平成22年1月31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 ％

22年7月期第2四半期 1,253 0.3 259 4.6 260 26.5 148 207.6
21年7月期第2四半期 1,250 ― 248 ― 206 ― 48 ―

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

22年7月期第2四半期 22.41 ―
21年7月期第2四半期 2,913.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年7月期第2四半期 2,501 1,967 78.7 296.67
21年7月期 2,453 1,919 78.2 115,769.94

（参考） 自己資本   22年7月期第2四半期  1,967百万円 21年7月期  1,919百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年7月期 ― 4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00
22年7月期 ― 11.00
22年7月期 

（予想）
― 11.00 22.00

3.  平成22年7月期の業績予想（平成21年8月1日～平成22年7月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 2,540 2.0 460 △3.7 470 4.3 260 9.5 39.21
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年7月期第2四半期 6,632,800株 21年7月期  16,582株
② 期末自己株式数 22年7月期第2四半期  1,600株 21年7月期  4株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年7月期第2四半期 6,631,200株 21年7月期第2四半期 16,578株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在にお
ける仮定を前提としております。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．平成21年７月31日現在の株主に対し平成21年８月１日付をもって、普通株式１株につき400株の割合で株式分割しております。 
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定性的情報・財務諸表等 
１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期における日本経済は、一部に景況感の持ち直しの動きが見られたものの、企業業

績及び雇用や所得環境の悪化が続き、デフレ経済への懸念も強まり、依然として低調な状況で推

移しました。 

日用品化粧品雑貨業界におきましては、景気低迷による業界の取引の停滞と厳しい販売競争、

価格の下落と小売業の不振が続いており、厳しい環境となりました。 

このような状況下ではありますが、当社は、日用品化粧品雑貨業界及び隣接業界のメーカー・

流通業の取引業務効率化のための情報化投資を支援するかたちで、従来に引き続き、①主たる事

業のＥＤＩサービスの利用率拡大、②メーカー・卸売業間におけるＥＤＩサービス利用企業数の

増加、③メーカー・流通業を結ぶマーケティングネットワークであるバイヤーズネットサービス

の普及、④インターネットによる新技術を活用したＥＤＩシステムや新しいマーケティング手法

に関する啓蒙普及を行いました。さらに、改正薬事法で義務化されたＯＴＣ医薬品販売時の情報

提供と相談応需をサポートする「医薬品説明文書データベースサービス」の安定稼動、小売業と

仕入先間のＥＤＩを実現するためのネットワークインフラ構築への取組み、「業界標準新製品カ

タログ」の発行等を通じた成果を得ました。 

この結果、当第２四半期の売上高は 1,253 百万円（前年同期比 0.3％増）、営業利益は 259 百

万円（前年同期比 4.6％増）、経常利益は 260 百万円（前年同期比 26.5％増）、第２四半期純利益

は 148 百万円（前年同期比 207.6％増）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 貸借対照表 

当第２四半期末の資産の部は、前事業年度末に比べ 47 百万円増加し、2,501 百万円となりま

した。 

流動資産は 58 百万円増加し、1,427 百万円となりました。これは、主に現金及び預金が 64 百

万円増加いたしましたが、売掛金が 10 百万円減少したこと等によるものであります。固定資産

は 11 百万円減少し、1,073 百万円となりました。これは主に保証金が増加した一方で、関係会

社株式、ソフトウェアが減少したこと等によるものであります。 

負債の部は、前事業年度末に比べ 0百万円減少し、533 百万円となりました。 

流動負債は 1百万円減少し、386 百万円となりました。これは主に未払法人税等が増加した一

方で未払金が減少したこと等によるものであります。また、固定負債は 0百万円増加し、147 百

万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金の増加と退職給付引当金の減少とによるもの

です。 

純資産の部は、前事業年度末に比べ 48 百万円増加し、1,967 百万円となりました。これは四

半期純利益の計上による利益剰余金の増加があった一方で、その他有価証券評価差額金の減少が

あったことによるものであります。 
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(2) キャッシュ・フロー 

・当第２四半期末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

64 百万円増加し、1,053 百万円となりました。 

・営業活動による資金の増加は、297 百万円となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益（260 百万円）の計上及び減価償却費（100 百万円）の計上が

あった一方で、法人税等の支払額（64百万円）があったこと等によるものであります。 

・投資活動により使用した資金は、166 百万円となりました。これは、ソフトウェアの取得によ

る支出（97 百万円）、保証金の差入による支出(49 百万円）があったこと等によるものでありま

す。 

・財務活動により使用した資金は、66 百万円となりました。これは配当金の支払によるもので

あります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しにつきましては、現時点におきましては平成 21 年９月 14 日付「平成 21 年７月

期決算短信（非連結）」に記載の業績予想と変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

  ①簡便な会計処理 

   ・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化が 

ないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して 

おります。 

   ・固定資産の減価償却費の算定方法 

    定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分 

して算定する方法によっております。 

 

  ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 

 

 

4

㈱プラネット(2391) 平成22年7月期第2四半期決算短信(非連結)



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,083,430 1,018,780 

売掛金 320,057 330,374 

前払費用 3,606 3,672 

繰延税金資産 16,951 13,530 

その他 3,864 2,721 

貸倒引当金 △100 △100 

流動資産合計 1,427,809 1,368,978 

固定資産   

有形固定資産   

建物 21,331 21,331 

減価償却累計額 △19,297 △19,112 

建物（純額） 2,033 2,218 

工具、器具及び備品 16,155 16,155 

減価償却累計額 △14,956 △14,742 

工具、器具及び備品（純額） 1,198 1,412 

有形固定資産合計 3,232 3,631 

無形固定資産   

のれん 24,650 28,012 

ソフトウエア 431,910 468,998 

電話加入権 1,383 1,383 

無形固定資産合計 457,944 498,394 

投資その他の資産   

投資有価証券 260,889 247,753 

関係会社株式 154,186 209,196 

その他 197,105 126,147 

貸倒引当金 △128 △132 

投資その他の資産合計 612,052 582,965 

固定資産合計 1,073,230 1,084,991 

資産合計 2,501,040 2,453,969 
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 163,489 179,208 

未払金 41,878 80,398 

未払法人税等 114,657 66,907 

賞与引当金 17,233 17,308 

役員賞与引当金 8,000 16,000 

その他 41,424 28,388 

流動負債合計 386,682 388,211 

固定負債   

退職給付引当金 74,581 77,947 

役員退職慰労引当金 64,227 60,327 

長期預り保証金 8,250 8,250 

固定負債合計 147,058 146,524 

負債合計 533,741 534,735 

純資産の部   

株主資本   

資本金 436,100 436,100 

資本剰余金 127,240 127,240 

利益剰余金 1,424,328 1,342,065 

自己株式 △1,494 △1,494 

株主資本合計 1,986,174 1,903,911 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,875 15,322 

評価・換算差額等合計 △18,875 15,322 

純資産合計 1,967,299 1,919,234 

負債純資産合計 2,501,040 2,453,969 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 1,250,748 1,253,929 

売上原価 567,189 546,853 

売上総利益 683,558 707,075 

販売費及び一般管理費 435,461 447,524 

営業利益 248,096 259,550 

営業外収益   

受取利息 920 177 

受取配当金 － 741 

有価証券利息 4,396 5,316 

雑収入 313 802 

営業外収益合計 5,630 7,036 

営業外費用   

投資有価証券評価損 47,574 5,734 

営業外費用合計 47,574 5,734 

経常利益 206,152 260,853 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 0 

特別利益合計 8 0 

特別損失   

減損損失 35,517 － 

投資有価証券評価損 83,334 － 

その他 680 － 

特別損失合計 119,531 － 

税引前四半期純利益 86,628 260,854 

法人税、住民税及び事業税 74,469 111,805 

法人税等調整額 △36,144 473 

法人税等合計 38,324 112,279 

四半期純利益 48,303 148,574 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31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 86,628 260,854 

減価償却費 93,126 100,523 

減損損失 35,517 － 

のれん償却額 2,240 3,361 

受取利息及び受取配当金 △920 △918 

売上債権の増減額（△は増加） 3,733 10,316 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,257 △15,719 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,333 △75 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000 △8,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,987 △3,365 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,800 3,900 

未払金の増減額（△は減少） 12,808 △3,751 

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,286 5,411 

投資有価証券評価損益（△は益） 130,909 5,734 

その他 3,546 1,569 

小計 350,041 359,840 

利息及び配当金の受取額 2,374 1,693 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △134,550 △64,531 

営業活動によるキャッシュ・フロー 217,865 297,003 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △17,000 

ソフトウエアの取得による支出 △136,568 △97,806 

関係会社株式の取得による支出 △89,681 － 

のれんの取得による支出 △33,614 － 

敷金及び保証金の差入による支出 － △49,903 

その他の支出 △1,384 △1,481 

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,248 △166,191 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △66,207 △66,161 

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,207 △66,161 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △109,591 64,650 

現金及び現金同等物の期首残高 994,921 988,780 

現金及び現金同等物の四半期末残高 885,330 1,053,430 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 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。 

 

６．その他の情報 

 

当第２四半期における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

前第２四半期累計期間 

平成21年７月期 

第２四半期 

当第２四半期累計期間 

平成22年７月期 

第２四半期 

（参考）前期 
 (平成21年7月期) 

 

事 業 別 
金額(千円) 構成比（％） 金額(千円) 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

Ｅ Ｄ Ｉ 事 業 1,064,602 85.1 1,058,985 84.4 2,116,771 85.0 

デ ー タ ベ ー ス 事 業 173,851 13.9 182,524 14.6 349,236 14.0 

そ の 他 事 業 12,294 1.0 12,420 1.0 24,834 1.0 

合 計 1,250,748 100.0 1,253,929 100.0 2,490,842 100.0 

 

以上 
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