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第３四半期累計期間 トピックス(2019年9月21日～2020年６月20日)
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・消費税増税による消費マインドの低下

・天候不順による季節商品の苦戦

・２月下旬以降は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
拡大の影響による買いだめ需要や巣ごもり需要により
食品や日用品等の売上が伸長

・ファッションを中心としたプライベートブランド「太郎と花子」
食品・雑貨の生活必需品を中心とした「よりどころ」販売開始

・プリペイド型電子マネー「PLANT Pay」開始
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【太郎と花子】 コンセプトは 「身近な素敵」

プライベートブランドのご紹介

【よりどころ】 コンセプトは 「暮らしを豊かに」
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PLANT Pay のご紹介

チャージをする度にボーナスが加算されるプリペイド型電子マネー
バーコード読み取り型で非接触での決済が可能
アプリをダウンロードすれば、カードが無くてもスマートフォンでご利用が可能
年間のご利用金額に応じて会員ランクが上がり、ボーナス還元率がアップ
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損益状況

（単位：百万円）
2019年9月期
第３四半期

2020年9月期
第３四半期

増減額
(増減率)

売上高 67,331 71,154 +3,823
(+5.7％)

売上総利益 13,419 14,610 +1,191
(+8.9%)

売上総利益率 19.93% 20.53% +0.60P

営業利益 82 908 +825

経常利益 84 991 +906

当期純利益 ▲3,934 718 +4,652

※単位未満 切り捨てにて表示
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品目別売上

（単位：百万円）
2019年9月期
第３四半期

2020年9月期
第３四半期

増減額
(増減率)

フーズ 46,002 49,035 +3,033
(+6.6％)

ノンフーズ 21,076 21,855 +779
(+3.7％)

小計 67,078 70,891 +3,813
(+5.7％)

不動産賃貸料収入 252 262 +9
(+3.9％)

合計 67,331 71,154 +3,823
(+5.7％)

※単位未満 切り捨てにて表示
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業態区分別 増減率

区分
対前年同期
増減率

店舗売上（ガソリンスタンド除く） +5.5%

ガソリンスタンド +12.2％

不動産賃貸料収入 +3.9％

合計 +5.7％

※単位未満 切り捨てにて表示



8

販売費及び一般管理費

（単位：百万円）
2019年9月期
第３四半期

2020年9月期
第３四半期

増減額
(増減率)

人件費 8,258 8,638 +380
(+4.6％)

その他 5,078 5,063 ▲14
(▲0.3％)

合計 13,336 13,702 +365
(+2.7％)

※単位未満 切り捨てにて表示
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既存店損益状況

既存店：開発店(2019年８月閉店)・春江店(2020年１月閉店)・丸岡店(2020年３月閉店)・
2019年9月期オープンの伊賀店・高島店・木津川店・出雲店を除く

対前期 増減率 対前期 増減差
（単位：百万円）

売上高 +0.1％ +49

売上総利益 +2.9％ +370

売上総利益率 ー +0.57P

販管費 ▲3.2％ ▲377

営業利益 +80.2％ +747
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四半期別損益状況

※単位未満 切り捨てにて表示

（単位：百万円）
１Ｑ

(2019年９月21日～
2019年12月20日)

２Ｑ
(2019年12月21日～
2020年３月20日)

３Ｑ
(2020年３月21日～
2020年６月20日)

38期 39期 増減 38期 39期 増減 38期 39期 増減

売上高 21,227 22,281 +1,053 22,127 23,683 +1,556 23,976 25,189 +1,213

売上総利益 4,184 4,491 +306 4,477 4,811 +333 4,756 5,307 +551

売上総利益率 19.71％ 20.16％ +0.45Ｐ 20.24％ 20.31％ +0.07Ｐ 19.84％ 21.07％ +1.23Ｐ

販管費 4,110 4,555 +444 4,398 4,621 +222 4,827 4,525 ▲302

人件費 2,515 2,820 +305 2,708 2,890 +182 3,034 2,926 ▲107

販売費 646 720 +74 723 689 ▲33 768 639 ▲129

管理費 947 1,013 +65 967 1,041 +74 1,025 959 ▲65

営業利益 74 ▲63 ▲137 79 189 +110 ▲71 782 +853



通期業績予想の修正
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（単位：百万円） 前回発表予想 今回修正予想
増減額
(増減率)

前期実績

売上高 94,000 94,000 0
(0.0％)

92,146

営業利益 100 400 300
(300.0％)

7

経常利益 100 500 400
(400.0％)

30

当期純利益
又は純損失 70 300 230

(328.6％)
▲3,903
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本資料は、投資家の皆様に当社についての理解を深めていただくことを目的として作られたもので、

当社への投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料中の業績予想等に関する記述につきましては、確約や保障を与えるものではありません。

また将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、

ご利用ください。

実際の業績等は、経営環境の変動、不可抗力などによって大きく異なる可能性がございますのでご注意ください。


