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1.  平成24年7月期第2四半期の業績（平成23年8月1日～平成24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 ％

24年7月期第2四半期 1,340 1.7 357 10.5 364 13.0 196 12.9
23年7月期第2四半期 1,317 5.1 323 24.5 322 23.6 174 17.4

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7月期第2四半期 29.69 ―
23年7月期第2四半期 26.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年7月期第2四半期 2,885 2,276 78.9
23年7月期 2,879 2,190 76.1
（参考） 自己資本   24年7月期第2四半期  2,276百万円 23年7月期  2,190百万円

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  
(注)23年７月期期末配当金の内訳 普通配当12円00銭 記念配当4円00銭 

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7月期 ― 12.00 ― 16.00 28.00
24年7月期 ― 14.00
24年7月期（予想） ― 14.00 28.00

3.  平成24年7月期の業績予想（平成23年8月1日～平成24年7月31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 2,680 2.1 640 3.9 650 4.6 365 9.5 55.04



(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） 

4.  その他

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7月期2Q 6,632,800 株 23年7月期 6,632,800 株
② 期末自己株式数 24年7月期2Q 1,736 株 23年7月期 1,736 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期2Q 6,631,064 株 23年7月期2Q 6,631,083 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、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を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(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、欧州の財政・金融不安や円高、タイの洪水、デフレの長期化

などの影響により、景気の先行きが不透明な状況で推移しました。 

当社の中心的な市場である一般消費財流通市場においては、東日本大震災の影響により一時停滞

した企業活動はほぼ回復したものの、ふたたび従前どおり激しい販売競争が続いており、厳しい事

業環境となりました。 

このような状況下ではありますが、従来に引き続き、当社は、日用品化粧品業界及び一般医薬品

（ＯＴＣ医薬品）業界、ペットフード・ペット用品業界並びに隣接業界のメーカー・流通業間のさ

らなる取引業務効率化のために、①主たる事業のＥＤＩサービス利用企業の拡大、②ＥＤＩデータ

種類の利用拡大、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情報インフラストラクチャーとしての事業継続性を重視した安全化対策への取

組みを行いました。 

また 12 月には、日本卸売業の海外進出を支援すべく、海外でも利用可能な「世界クラウドＥＤＩ

サービス」を開始することを対外発表いたしました。 

これらの結果、当第２四半期の売上高は 1,340 百万円（前年同四半期比 1.7％増）、営業利益は 357

百万円（前年同四半期比 10.5％増）、経常利益は 364 百万円（前年同四半期比 13.0％増）、四半期純

利益は 196 百万円（前年同四半期比 12.9％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期末の資産の部は、前事業年度末に比べ 6 百万円（0.2%）増加し、2,885 百万円となり

ました。また、流動資産は 48 百万円（2.6%）増加し、1,928 百万円となりました。これは主に現金

及び預金が 86 百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は前事業年度末に比べ 42 百

万円（4.2%）減少し、956 百万円となりました。これは主に繰延税金資産の減少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 80 百万円（11.7％）減少し、608 百万円となりました。流動負

債は 84 百万円（16.5％）減少し、426 百万円となりました。これは主に未払金の減少等によるもの

であります。また、固定負債は前事業年度末に比べて 3 百万円（2.2％）増加し、181 百万円となり

ました。これは主に退職給付引当金の増加等によるものであります。 

純資産の部は、利益剰余金の増加等により、前事業年度末に比べ 86 百万円（4.0%）増加し、2,276

百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

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 86

百万円増加し、1,394 百万円となりました。 

また、当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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２四半期における営業活動による資金の増加は、271百万円となりました。これは、主に、税

引前当期純利益（364百万円）の計上及び減価償却費（86百万円）の計上があった一方で、法人税等

の支払額（153百万円）があったこと等によるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期において投資活動により使用した資金は、79百万円となりました。これは、ソフトウ

ェアの取得（67百万円）があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期において財務活動により使用した資金は、105百万円となりました。これは、配当金の

支払額等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 23 年９月 14 日付「平成 23 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。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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。 

 

 

(株)プラネット(2391) 平成24年７月期第２四半期決算短信(非連結)

3



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,337,899 1,424,742

売掛金 358,216 327,432

有価証券 131,201 114,887

前払費用 6,518 5,197

繰延税金資産 42,894 52,236

その他 3,317 4,219

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 1,879,948 1,928,616

固定資産   

有形固定資産   

建物 39,407 39,407

減価償却累計額 △9,207 △11,960

建物（純額） 30,199 27,446

工具、器具及び備品 18,010 17,985

減価償却累計額 △7,334 △8,688

工具、器具及び備品（純額） 10,676 9,296

有形固定資産合計 40,875 36,743

無形固定資産   

のれん 14,566 11,204

ソフトウエア 526,838 487,342

電話加入権 1,383 1,383

無形固定資産合計 542,787 499,930

投資その他の資産   

投資有価証券 115,604 118,956

関係会社株式 137,436 148,994

その他 162,568 152,403

貸倒引当金 △118 △110

投資その他の資産合計 415,490 420,243

固定資産合計 999,153 956,917

資産合計 2,879,102 2,885,533
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 155,343 146,227

未払金 107,508 41,218

未払法人税等 156,926 162,770

賞与引当金 18,971 20,021

役員賞与引当金 23,000 12,500

その他 49,278 44,101

流動負債合計 511,027 426,839

固定負債   

退職給付引当金 92,721 98,720

役員退職慰労引当金 76,452 74,279

資産除去債務 8,869 8,944

固定負債合計 178,042 181,944

負債合計 689,070 608,783

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 1,657,950 1,748,711

自己株式 △1,570 △1,570

株主資本合計 2,219,720 2,310,481

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,688 △33,731

評価・換算差額等合計 △29,688 △33,731

純資産合計 2,190,031 2,276,750

負債純資産合計 2,879,102 2,885,533
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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22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

売上高 1,317,675 1,340,461

売上原価 513,750 481,655

売上総利益 803,924 858,805

販売費及び一般管理費 480,702 501,787

営業利益 323,222 357,018

営業外収益   

受取利息 212 121

受取配当金 741 －

有価証券利息 4,521 3,830

投資有価証券評価益 － 2,963

雑収入 502 575

貸倒引当金戻入額 － 8

営業外収益合計 5,977 7,498

営業外費用   

投資有価証券評価損 6,736 －

営業外費用合計 6,736 －

経常利益 322,463 364,517

特別損失   

投資有価証券評価損 16,999 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 562 －

会員権評価損 － 60

特別損失合計 17,562 60

税引前四半期純利益 304,900 364,457

法人税、住民税及び事業税 140,495 159,323

法人税等調整額 △9,964 8,275

法人税等合計 130,531 167,598

四半期純利益 174,369 196,858
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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22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24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 304,900 364,457

減価償却費 78,796 86,960

のれん償却額 3,361 3,361

受取利息及び受取配当金 △953 △121

売上債権の増減額（△は増加） 38,220 30,783

仕入債務の増減額（△は減少） △8,427 △9,115

賞与引当金の増減額（△は減少） △187 1,050

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △10,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,144 5,999

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,162 △2,173

未払金の増減額（△は減少） △12,430 △33,877

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,583 1,960

投資有価証券評価損益（△は益） 23,735 △2,963

その他 △13,033 △10,404

小計 415,874 425,418

利息及び配当金の受取額 1,728 146

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △136,674 △153,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 280,928 271,860

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △216 △3,292

ソフトウエアの取得による支出 △99,720 △67,546

その他の支出 △3,320 △8,296

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,256 △79,136

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △31 －

配当金の支払額 △105,648 △105,881

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,680 △105,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 71,991 86,842

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,294 1,307,899

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,174,285 1,394,742
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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。 

 

 

４．補足情報 

 

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。 

前年同四半期 

平成23年７月期 

第２四半期 

当四半期 

平成24年７月期 

第２四半期 

（参考）前期 
 (平成23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 1,122,759 85.2 1,133,103 84.5 2,230,028 85.0 

デ ー タ ベ ー ス 事 業 185,377 14.1 197,643 14.8 374,780 14.3 

そ の 他 事 業 9,539 0.7 9,714 0.7 19,745 0.7 

合 計 1,317,675 100.0 1,340,461 100.0 2,624,553 100.0 

 

以上 
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