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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績                                                              　   （百万円未満切り捨て） 

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 20,465 (△7.4) 258 (△47.5) 450 (△27.7)

17年９月中間期 22,098 (11.2) 492 (112.2) 622 (92.4)

18年３月期 45,965  1,210  1,492  

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 253 (△33.5) 1,144 16 1,130 81

17年９月中間期 381 (195.5) 1,791 65 1,701 23

18年３月期 980  4,501 40 4,359 02
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 14百万円 17年９月中間期 8百万円 18年３月期 60百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 221,343株 17年９月中間期 212,688株 18年３月期 217,883株
③当社は平成17年９月20日付で普通株式１株につき４株の割合をもって分割しておりますが、期中平均株式数の算定にあたっては平成18年
３月期期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

④会計処理の方法の変更 無

⑤売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率です。

(2）連結財政状態                                                              　   （百万円未満切り捨て） 

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

18年９月中間期 14,666 7,103 48.4 31,545 81

17年９月中間期 14,966 6,557 43.8 30,046 25

18年３月期 15,872 7,071 44.6 31,968 56
（注）①期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 221,416株 17年９月中間期 218,236株 18年３月期 221,200株

②当社は平成17年９月20日付で普通株式１株につき４株の割合をもって分割しておりますが、期末発行済株式数の算定にあたっては平成18
年３月期期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

(3）連結キャッシュ・フローの状況                                                   （百万円未満切り捨て） 

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △507 △430 △80 1,496

17年９月中間期 145 16 5 1,501

18年３月期 1,966 △620 △182 2,494

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 3社

(5）連結範囲及び持分法の異動状況

連結（新規） ―社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 42,800 1,100 530

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,393円68銭
※　上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、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。業績予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料の７ページをご参
照ください。
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１．企業集団の状況
１．事業の内容

　当中間連結会計期間において、当社グループは、子会社３社（株式会社イージェーワークス、株式会社ビー・ビー・

マーケティング及び株式会社バリュースペース）及び関連会社３社（株式会社ピーシーデポマックス、株式会社インター

ネット・サービスパートナーズ、キューアンドエー株式会社）により構成されており、全てのPCホームユーザーに「イ

ンターネットソリューションサービス」の提供を主な事業として取り組んでおります。当社グループの事業における位

置付け及び事業の種類別セグメントの関係は次のとおりであります。なお、事業の種類別セグメントと同一区分であり

ます。

パソコン等販売事業

　当社は、主として、ホームユーザー様向けの家庭用パーソナルコンピューター及び同関連商品販売に加え、パソコン

の技術サービスやメンテナンス、ブロードバンドを使用したインフラ環境の販売を主たる業務とするチェーン店「PC 

DEPOT」の運営ならびに商品販売を行っており、「安い・安心・便利・親切」をコンセプトに地域に密着した小売業を展

開しております。取扱商品はパソコン本体、周辺機器、ネットワーク機器、モバイル機器、書籍等、中古品の買取り・

再生・販売、自社オリジナル商品（OZZIO、オッジオ）の企画・販売のほか、各種技術サービス、メンテナンスブロード

バンドソリューション型商品の販売等であります。

　店舗数は平成18年９月30日現在で、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、群馬県、静岡県で直営店32店舗のほか、東

北、関東、中部、四国、九州地区にフランチャイズ店23店舗を展開しております。

　なお、当社グループの売上高は、直営店売上とフランチャイズ店からのロイヤリティー他収入のみを計上しており、

フランチャイズ店への商品供給売上は含んでおりません。

インターネット関連事業

　当社の子会社、株式会社イージェーワークスがインターネットサービスプロバイダー事業及びWeb制作・SI等ITソリュー

ション事業を、株式会社ビー・ビー・マーケティングがYahooBB、BBphone及びソフトバンク携帯の加入手続に関する代

理店事業を、株式会社バリュースペースがTVゲーム販売事業（平成18年６月に同事業を休止）を、それぞれ営んでおり

ます。

 

〔事業系統図〕

　以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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２．関係会社の状況

名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

株式会社イージェーワークス

神奈川県

横浜市
211,068

インターネットサービス

プロバイダー事業
94.21

会員の取次ぎ

固定資産賃貸

役員の兼任２名

（連結子会社）

株式会社ビー・ビー・マーケ

ティング

神奈川県

横浜市
100,000

ヤフーＢＢ関連サービス

の加入手続きに関する代

理店事業

65.00

ヤフーＢＢ関連サービス

等加入取次代行

役員の兼任１名

（連結子会社）

株式会社バリュースペース

神奈川県

横浜市
10,000 ＴＶゲーム販売事業 100.00

ＴＶゲーム等商品の供給

役員の兼任２名

（持分法適用関連会社）

株式会社インターネット・

サービスパートナーズ

東京都

渋谷区
104,500

インターネット関連サー

ビス等の加入手続きに関

する代理店事業

24.72
インターネット関連サー

ビス等加入取次代行

（持分法適用関連会社）

株式会社ピーシーデポマック

ス

福岡県

福岡市
240,000

パソコン、同関連商品小

売業
36.78

商品の供給、運営ノウハ

ウの提供

（持分法適用関連会社）

キューアンドエー株式会社

東京都

渋谷区
852,400

インターネット接続設定、

オンサイト業務、ヘルプ

デスク業務

26.04

オンサイトサービスの依

頼

役員の兼任２名

　（注）　有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社ではありません。

－ 3 －



２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社は、「会社はお客様のためにある」「個人の成長が会社の成長」「会社の成長で社会に貢献する」を基本理念

とし、①より多くのお客様にご満足を頂ける商品とサービスの提供、②プロとしてのビジョンに裏付けられた自己研

鑚と能力主義の尊重、③社会から認められる業績の実現、を経営の基本方針としております。

　この基本方針を基に当社は、ロードサイド型パソコン専門店として、主にホームユーザーを対象に初心者から上級

者までのニーズに合った商品の品揃えを実現し、効率的且つローコストなオペレーションを駆使することにより、よ

り安く商品提供を行っております。また、パソコン等の商品販売に加え、月額会員制保守サービス「プレミアムサー

ビス」により、サービスメンテナンスによる安心性の提供、又、パソコンの技術メンテナンスや技術サポート全般を

行う「パソコンクリニック」を常設することで、パソコン・インターネット・データの安全性向上に努めております。

商品販売とサービスの双方をお客様に提供し、地域に密着した店舗展開を通して「安い・安心・便利・親切」と感じ

て頂ける店づくりを目指しております。

　さらに、インターネット関連ビジネスにも積極的に取組み、インターネット総合サービス業としてソリューション

を提供し、お客様のインターネットライフをサポートしてまいる方針であります。

　また、当社従業員に対しても、社会貢献を共通の価値観とし、奉仕の精神とプロフェッショナルへの成長を培い、

やりがいのある企業風土づくりを志向しております。

　これらにより、高い成長性と生産性を実現し、企業価値を継続して増大させることをもって、株主の皆様の期待に

応えたいと考えております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社としては、スクラップ＆ビルドの方針による店舗の大型化、多くのお客様のご要望に応えるフルラインフォー

マットの強化、技術サービスの一層の充実及びインターネット関連ビジネスへの積極展開が、長期的成長のために不

可欠と認識しており、これらにより当社企業価値の向上と他社との差別化を推進したいと考えております。

　こうしたことから、内部留保を主として設備投資に充当して行く方針であります。

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

　当社は株主層の拡大と株式の流動性向上を図るため、平成17年７月５日開催の取締役会にて平成17年７月31日を基

準日とし、平成17年９月20日付をもって普通株式１株を４株に分割をしており、今後も、投資単位の水準には十分な

配慮を行い、投資家層の拡大に努めてまいります。

４．目標とする経営指標

　当社グループは、株主重視の方針に基づき、ROE（株主資本利益率）の向上により株主価値の増大を重視し、ROA（総

資本経常利益率）が９％以上になるよう、資本効率、生産性、収益性の改善を目標としております。

５．中長期的な会社の経営戦略

　お客様に支持される店舗運営を推進し、事業規模の拡大と筋肉質の企業体質を目指し、常に変化し続けることが重

要と考えております。

　ついては業態の更なる拡充とローコストオペレーションの追求、店舗展開のスピード化とFC展開によるエリア戦略

の推進強化、及び本部組織の効率化と強化を重要課題とし「総合ITソリューションストア日本一企業」を実現させる

所存であります。
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６．対処すべき課題

　当中間期におけるわが国経済は、原油高による原材料費の上昇や米国経済の減速懸念があったにもかかわらず、

好調な企業業績に伴う設備投資や雇用の増加、さらには個人消費の回復もあって景気は上向きで推移しました。

　パソコン市場におきましては、同製品の世帯普及率が８０％を超え、パソコンは新規需要から、買換え・買増へと

需要は変化してきており更なるサービスの需要が高まるものと予測いたします。そのような状況下、営業戦略といた

しましてパソコンクリニックのスペースの拡大、技術サービスメニューの開発、技術者のレベルアップを進めて参り

ます。

　商品戦略といたしましては、自社ブランド「OZZIO」において、薄型大画面テレビの発売を開始し、大画面化の需要

に対応するとともに、ブロードバンドと放送の再配信でテレビアンテナ不要の環境を提供しております。引き続き開

発商品・専門商品の拡大をするべく、商品力の強化に努めて参ります。

　店舗戦略といたしましては、平成18年６月三鷹店（東京都三鷹市）を開店、同年９月溝ノ口246号店（神奈川県川崎

市）を閉店し、引き続きスクラップ＆ビルドの方針による直営店の出店の加速とFC店の出店を進めます。

また、新規需要中心の取り組みをしている他の家電量販店ではパソコン売場の縮小傾向が見受けられるため、

今後は店舗の大型化を推進し、地域内における店舗網の強化を図ってまいります。

  収益面におきましては、収益構造の変化を推進し、オリジナル商品を含めた商品販売の利益率を高めるとともに、

業務提携先とのシナジー効果による技術収益及びサービス収益の更なる増強を行い、

加えてローコストオペレーションの更なる強化による販売費及び一般管理費の削減により収益重視の経営を進めてま

いります。

　新たな事業としてかねてよりテスト運営しておりました技術メンテナンス＆技術サポート全般を行う「パソコンク

リニック」を他社の家電量販店内にインショップなど直営出店を本格的に行うにあたり、新たな事業パートナーの開

拓ならびに出店を実現して参ります。

 

７．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、透明性の高い経営、株主に対し誠実であり続けるこ

と、公正な経営を維持することを基本とし、経営環境の変化にいち早く対応できるよう情報の共有化を行い迅速に対

応できる経営組織を構築しております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

(1）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

①　当社は、監査役制度を採用しております。

②　社外取締役・社外監査役の選任状況

　当社の監査役は３名全員が社外監査役となっております。

③　業務執行・監視の仕組

　毎月の定例及び臨時取締役会に加えて、取締役間で随時打ち合わせを行い、効率的な業務執行及び取締役間

相互の業務執行監視を行っております。

④　内部統制の仕組み

　社長の下で業務課及び社長室が随時必要に応じて内部監査を実施しております。

⑤　弁護士・会計監査人等その他第三者の状況

　顧問弁護士は２弁護士事務所と顧問契約を締結しており、専門分野に応じてアドバイスを受ける体制をとっ

ております。また、会計監査人である新日本監査法人から通常の会計監査を受けており、特に重要な会計的課

題については随時相談のうえ検討しております。

(2）会社と会社の社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要

　社外監査役　山本邦彦氏は、現在、株式会社北越ケーズの代表取締役の職にありますが、同社は、当社のFC店

を運営しており、資本的関係（当社が㈱北越ケーズ株式を3.14％、㈱北越ケーズが当社株式を0.04％それぞれ保

有）にあります。

(3）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当社は、経営の透明性を高めるために積極的なディスクロージャーを行うことが必要と考え、適宜プレス発表

を実施する他、当社ホームページ上にIR情報の開示やニュース・リリースを行っております。
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８．内部管理体制の整備・運用状況

（内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況、その他内部管理体制の整備状況）

(1）内部牽制組織

①　社長室（社長直轄）

　子会社を含む全社の経営計画と経営実績をチェックし、常に効率的に適正な業務の実施が行われるように管

理をしております。

②　監査業務部

　業務の法律・法令、定款及び社内規程のコンプライアンスを定期的に監査し、違反のないように管理をして

おります。

③　業務オペレーション企画兼リスクマネージメント課

　定期的に店舗の業務監査を行い、適時業務改善の指示・指導を行っております。

④　リスクマネージメント＆契約オペレーション部

　社内の内部統制を、手続きや契約面からリスクをチェックし、運営改善を行っております。

⑤　コンプライアンス委員会の設置

　法令遵守並びにリスク管理の側面から社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、さらに社外の

方にも委員会に参加していただくことでその体制の強化を行い、法令遵守の精神を図っております。

(2）組織上の業務部門及び管理部門の配置状況

　当社の組織は、本部は商品本部・管理部の２つに、店舗は３つのリージョンに分かれることで部門間の相互牽

制及び効率的な事務処理を実現しております。

(3）社内規程

　内部管理体制に関する社内規程として「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「内部監査規程」、「内部者取

引管理規定」などを整備しております。

(4）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　上記(1）に記載した組織において定期的または臨時に内部監査を実施し、その状況を取締役会及び監査役会に

毎月１回報告をしております。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

当中間期の営業の概況

　パソコン小売業界におきましては、個人や家庭の消費・支出が分散したことにより台数ベースで前年を下回ったと

思われます。個人向けの出荷は低調でしたが、企業向けは業績拡大などを背景に堅調でした。なお、光接続サービス

の継続的な伸長に伴い、デジタル動画配信や双方向ネット通信等の利用ニーズが高まっており、今後の需要喚起につ

ながる好材料と思われます。平成18年度上半期の国内PC市場は、PC本体の出荷台数は5,975千台（前年同期比96％）

となり、02年度下期以来、半期ベースで７期ぶりの前年割れとなりました。また、本体出荷金額は、7,414億円（同

94％）となりました。（JEITA調べ）

　部門別の売上高は、パソコン等商品売上高が169億19百万円（前年同期比9.5％減）、技術サービス・手数料等収入

が16億8百万円（同32.7％増）、ロイヤリティー他収入が２億69百万円（同20.6％増）、インターネット関連事業収

入が16億68百万円（同15.3％減）となりました。

　以上の結果、当グループの売上高は204億65百万円（前年同期比7.4％減）、経常利益は４億50百万円（同27.7％

減）、当期純利益は２億53百万円（同33.5％減）となりました。

　また、FCを含めた当社グループ全体の売上高は、296億50百万円（同9.6％減）となりました。

２．キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー △５億 7百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー △４億30百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー △80百万円

現金及び現金同等物の期末残高 14億96百万円

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は14億96百万円と前連結会計年度末と比べ９億98百

万円減少、前年同期は１億65百万円の増加でした。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主として、税金等調整前当期純利益が４億83百万円、売上債権及び未収入

金の減少額が合わせて４億28百万円ありましたが、法人税等の支払額７億75百万円、仕入債務及び未払金の減少額が

合わせて５億20百万円により、５億7百万円の減少となりました。前年同期は１億45百万円の増加でしたが、当中間連

結会計期間は法人税等の支払額が前年同期より３億18百万円増加したことにより減少しました。

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、主として投資事業組合からの分配による収入が１億円ありましたが、

固定資産の取得による支出４億55百万円、敷金保証金等への支出70百万円により４億30百万円減少しました。前年同

期は有価証券の売却及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が５億65百万円により増加でした。

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、主として、配当金の支払１億14百万円により80百万円の減少となり

ました。前年同期は5百万円の増加でした

３．通期の見通し

　当社グループを取り巻く経営環境につきましては、景気回復の兆しは見られるものの、

消費意欲の急速な改善は期待できず、個人消費については今後も楽観できない状況が続くことが想定されます。

　パソコン市場においては、同商品の世帯普及率が80％を超え、新規需要から買換え・買増へと需要が変化している

中、サービスへの需要は日々、高まるものと予測しております。

　さらに、年明け１月末にマイクロソフト株式会社が開発した新OS「Windows VISTA」が発売されます。これにより買

換えや買増の需要が喚起されるものと思われます。

　こうした需要に対応するべく、下期は「パソコンクリニック」のスペースの拡大、技術サービスメニューの開発、

技術者のレベルアップを図ることで、収益拡大を進めて参ります。

　また、パソコンなど商品販売の強化に加え、11月より本格販売を開始した「月額会員制保守サービス」の収益面に

おける安定をはかるとともに同商品における新商品の開発も進め、店頭でのきめ細かなサービスを提供し、初心者か

ら上級者までご満足頂ける商品を提供してまいります。　　　　　　

　また、引続き直営店、FC店の出店を行い、多くのお客様に満足して頂ける店舗網の構築に努めます。加えて販売効

率化とローコストオペレーションをさらに推進し、コストの削減に努めます。

　インターネット関連事業においては、基幹システムの移行を進めることを最優先にすすめるとともに会員の増加を

目指し、営業力の強化とサービスの拡張を行うべく設備投資を進めてまいります。

　これらにより、通期の業績見通しといたしましては、売上高428億円、経常利益11億円、当期純利益５億30百万円を

見込んでおります。
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　なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は今後

の様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,501,312   1,496,140   2,494,338  

２　売掛金   1,505,197   1,490,582   1,778,372  

３　たな卸資産   3,931,323   4,080,029   3,967,808  

４　繰延税金資産   142,455   188,273   217,439  

５　未収入金 ※２  1,051,713   1,001,328   1,153,688  

６　短期貸付金   664,211   ―   ―  

７　その他   218,283   323,518   225,205  

貸倒引当金   △4,868   △4,760   △6,113  

流動資産合計   9,009,628 60.2  8,575,113 58.5  9,830,739 61.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物   914,028   1,080,475   998,958  

(2）工具器具及び備
品

  440,822   402,625   432,810  

(3）その他   227,228   108,868   152,884  

有形固定資産合計   1,582,079 10.6  1,591,969 10.8  1,584,652 10.0

２　無形固定資産           

(1）連結調整勘定   50,730   ―   36,235  

(2）営業権   267,844   ―   256,488  

(3）のれん   ―   405,813   ―  

(4）その他   105,458   292,990   194,961  

無形固定資産合計   424,033 2.8  698,803 4.8  487,685 3.1

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,888,249   1,591,439   1,936,625  

(2）繰延税金資産   41,104   132,716   15,984  

(3）差入保証金   976,589   996,854   974,755  

(4）敷金   848,371   967,399   912,758  

(5）その他   196,411   112,262   129,107  

投資その他の資産
合計

  3,950,727 26.4  3,800,674 25.9  3,969,231 25.0

固定資産合計   5,956,840 39.8  6,091,447 41.5  6,041,569 38.1

資産合計   14,966,469 100.0  14,666,560 100.0  15,872,309 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   2,854,475   2,864,791   3,191,414  

２　短期借入金   50,000   50,000   50,000  

３　１年以内返済長期
借入金

  935,500   655,375   812,500  

４　未払金 ※２  1,609,201   1,825,324   2,089,058  

５　未払法人税等   592,253   149,606   756,929  

６　賞与引当金   40,818   67,968   42,512  

７　ポイント引当金   42,876   ―   18,460  

８　商品保証引当金   110,171   177,225   114,497  

９　その他   280,465   270,428   244,299  

流動負債合計   6,515,763 43.5  6,060,719 41.3  7,319,671 46.1

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   835,875   680,500   491,625  

２　繰延税金負債   196,857   16,861   55,846  

３　退職給付引当金   ―   1,227   ―  

４　役員退職慰労引当
金

  118,714   115,973   126,882  

５　預り保証金   697,578   687,419   692,498  

固定負債合計   1,849,025 12.4  1,501,982 10.3  1,366,853 8.6

負債合計   8,364,788 55.9  7,562,701 51.6  8,686,525 54.7

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   44,507 0.3  ― －  114,338 0.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,562,136 10.4  ― －  1,591,185 10.0

Ⅱ　資本剰余金   1,849,547 12.4  ― －  1,878,596 11.8

Ⅲ　利益剰余金   2,779,602 18.6  ― －  3,379,320 21.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  433,890 2.9  ― －  290,345 1.8

Ⅴ　自己株式   △68,003 △0.5  ― －  △68,003 △0.4

資本合計   6,557,173 43.8  ― －  7,071,444 44.6

負債、少数株主持分
及び資本合計

  14,966,469 100.0  ― －  15,872,309 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,592,417 10.9  － －

２　資本剰余金   － －  1,879,828 12.8  － －

３　利益剰余金   － －  3,521,972 24.0  － －

４　自己株式   － －  △68,003 △0.5  － －

株主資本合計   － －  6,926,215 47.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価差
額金

  － －  58,530 0.4  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  119,113 0.8  － －

純資産合計   － －  7,103,859 48.4  － －

負債純資産合計   － －  14,666,560 100.0  － －
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   22,098,253 100.0  20,465,547 100.0  45,965,241 100.0

Ⅱ　売上原価   17,760,149 80.4  16,042,182 78.4  36,894,516 80.3

売上総利益   4,338,104 19.6  4,423,364 21.6  9,070,725 19.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  3,845,976 17.4  4,165,222 20.3  7,859,970 17.1

営業利益   492,128 2.2  258,141 1.3  1,210,754 2.6

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  7,298   3,098   12,089   

２　受取配当金  6,916   1,176   6,916   

３　販売奨励金  38,528   34,108   89,276   

４　受取手数料  21,949   31,214   52,089   

５　賃貸料収入  35,172   34,255   69,446   

６　持分法による投資
利益

 8,418   14,437   60,625   

７　契約金等収入  38,000   ―   38,000   

８　投資事業組合出資
金運用益

 ―   81,851   ―   

９　その他  42,307 198,591 0.9 33,939 234,081 1.1 65,475 393,918 0.9

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  9,834   6,267   16,080   

２　賃貸関連費用  30,921   34,133   65,073   

３　支払手数料  24,060   ―   24,060   

４　その他  3,201 68,019 0.3 1,665 42,066 0.2 6,578 111,793 0.2

経常利益   622,700 2.8  450,156 2.2  1,492,880 3.2

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入益  1,894   1,586   ―   

２　固定資産売却益 ※２ ―   ―   738   

３　ポイント引当金戻
入益

 ―   18,460   14,060   

４　投資有価証券売却
益

 409,416   ―   409,416   

５　持分変動利益  ―   49,049   167,127   

６　その他  ― 411,311 1.9 ― 69,096 0.3 780 592,123 1.3
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※３ 83   ―   83   

２　固定資産除却損 ※４ 592   316   29,696   

３　固定資産減損損失 ※５ 18,995   35,142   89,329   

４　たな卸資産評価損  132,528   ―   171,873   

５　その他  ― 152,200 0.7 ― 35,459 0.1 2,800 293,783 0.6

税金等調整前中間
（当期）純利益

  881,810 4.0  483,794 2.4  1,791,219  

法人税、住民税及
び事業税

 591,781   164,087   980,635   

法人税等調整額  △99,458 492,323 2.2 56,554 220,642 1.1 △193,130 787,505 1.7

少数株主利益   8,425 0.0  9,899 0.1  22,935 0.0

中間（当期）純利
益

  381,061 1.7  253,252 1.2  980,779 2.1
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,333,429  1,333,429

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　増資による新株の発行  516,117 516,117 545,166 545,166

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高   1,849,547  1,878,596

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,472,817  2,472,817

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  381,061 381,061 980,779 980,779

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  74,277 74,277 74,277 74,277

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   2,779,602  3,379,320
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,591,185 1,878,596 3,379,320 △68,003 6,781,098

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 1,232 1,232 － － 2,464

剰余金の配当（千円） － － △110,600 － △110,600

中間純利益（千円） － － 253,252 － 253,252

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
1,232 1,232 142,652 － 145,116

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,592,417 1,879,828 3,521,972 △68,003 6,926,215

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成18年３月31日　残高

（千円）
290,345 114,338 7,185,783

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － 2,464

剰余金の配当（千円） － － △110,600

中間純利益（千円） － － 253,252

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△231,815 4,774 △227,040

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△231,815 4,774 △81,924

平成18年９月30日　残高

（千円）
58,530 119,113 7,103,859
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間（当
期）純利益

 881,810 483,794 1,791,219

減価償却費  165,090 159,104 352,042

連結調整勘定償却額  14,494 ― 28,988

営業権償却額  52,061 ― 115,000

のれん償却額  ― 91,415 ―

持分法による投資利益  △8,418 △14,437 △60,625

持分変動利益  ― △49,049 △167,127

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △1,708 △1,353 △463

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 5,279 25,455 6,973

役員退職慰労引当金の
増加額（△減少額）

 7,388 △10,909 15,556

退職給付引当金の増加
額（△減少額）

 △233 1,227 △233

ポイント引当金の増加
額（△減少額）

 10,355 △18,460 △14,060

商品保証引当金の増加
額

 110,171 62,728 114,497

投資有価証券売却益  △409,416 ― △409,416

受取利息及び受取配当
金

 △14,214 △4,274 △19,005

投資事業組合出資金運
用益

 ― △81,851 ―

支払利息  9,834 6,267 16,080

為替差損（△差益）  2,034 △19,923 4,730

固定資産売却益  ― ― △738

固定資産売却損  83 ― 83

固定資産除却損  592 316 29,696

固定資産減損損失  16,394 14,769 64,098

売上債権の減少額（△
増加額）

 77,920 287,789 △195,254
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 268,806 △112,220 232,321

未収入金の減少額（△
増加額）

 507,773 140,755 1,070,902

仕入債務の増加額（△
減少額）

 53,275 △326,622 390,214

未払金の増加額（△減
少額）

 △1,239,904 △194,289 △878,781

その他資産の減少額
（△増加額）

 49,124 △97,769 41,982

その他負債の増加額
（△減少額）

 13,695 △73,485 79,810

その他  24,833 3,490 34,538

小計  597,125 272,467 2,643,033

利息及び配当金の受取
額

 15,183 2,670 17,447

利息の支払額  △9,343 △6,814 △15,873

法人税等の支払額  △457,277 △775,690 △678,219

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 145,688 △507,366 1,966,388

Ⅱ　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

 △332,755 △157,503 △563,548

有形固定資産の売却に
よる収入

 103 ― 5,755

無形固定資産の取得に
よる支出

 △17,747 △297,814 △184,492

投資有価証券の取得に
よる支出

 ― ― △238,000

投資有価証券の売却に
よる収入

 294,527 ― 296,517

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却によ
る収入

 271,430 ― 271,430

敷金保証金等への支出  △189,029 △152,090 △283,260
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

敷金保証金等の回収に
よる収入

 98,267 81,953 190,652

投資事業組合からの分
配による収入

 ― 100,000 ―

預り保証金の返還によ
る支出

 △107,605 △5,079 △112,685

その他投資等への支出  △197 △159 △3,009

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 16,992 △430,694 △620,640

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入れによる収入  1,080,000 2,650,000 1,080,000

短期借入金の返済によ
る支出

 △1,660,000 △2,650,000 △1,660,000

長期借入れによる収入  125,000 500,000 125,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △443,625 △468,250 △910,875

株式の発行による収入  1,032,234 2,464 1,090,332

少数株主からの払込に
よる収入

 ― ― 222,450

自己株式の取得による
支出

 △55,378 ― △55,378

配当金の支払額  △73,213 △109,149 △73,854

少数株主への配当金の
支払額

 ― △5,125 ―

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 5,018 △80,060 △182,324

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △2,034 19,923 △4,730

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 165,665 △998,197 1,158,692

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,335,646 2,494,338 1,335,646

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 1,501,312 1,496,140 2,494,338
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社は、株式会社イー

ジェーワークス、式会社ビー・

ビー・マーケティング、株式会社

バリュースペースの３社でありま

す。

　なお、従来連結子会社であった

株式会社インターネット・サービ

スパートナーズは、保有株式売却

に伴い関連会社となったため、当

中間連結会計期間より連結の範囲

から除外し持分法適用会社として

おります。

(1）連結子会社は、株式会社イー

ジェーワークス、式会社ビー・

ビー・マーケティング、株式会社

バリュースペースの３社でありま

す。

(1）連結子会社は、株式会社イー

ジェーワークス、式会社ビー・

ビー・マーケティング、株式会社

バリュースペースの３社でありま

す。

　なお、従来連結子会社であった

株式会社インターネット・サービ

スパートナーズは、保有株式売却

に伴い関連会社となったため、当

連結会計年度より連結の範囲から

除外し持分法適用会社としており

ます。

 (2）非連結子会社はありません。

 

(2）　　　　 同左 (2）　　　　 同左

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した関連会社数

３社

(1）持分法を適用した関連会社数

　　　　　 同左

(1）持分法を適用した関連会社数

　　　　　 同左

 会社等の名称

株式会社ピーシーデポマックス、

株式会社インターネット・サービ

スパートナーズ、キューアンド

エー株式会社（旧横河キューアン

ドエー株式会社）

　なお、従来連結子会社であった

株式会社インターネット・サービ

スパートナーズは、保有株式売却

に伴い関連会社となったため、及

びキューアンドエー株式会社は株

式の取得により、当中間連結会計

期間より持分法適用会社としてお

ります。

会社等の名称

株式会社ピーシーデポマックス、

株式会社インターネット・サービ

スパートナーズ、キューアンド

エー株式会社

会社等の名称 

株式会社ピーシーデポマックス、

株式会社インターネット・サービ

スパートナーズ、キューアンド

エー株式会社（旧横河キューアン

ドエー株式会社）

　なお、従来連結子会社であった

株式会社インターネット・サービ

スパートナーズは、保有株式売却

に伴い関連会社となったため、及

びキューアンドエー株式会社は株

式の取得により、当連結会計年度

より持分法適用会社としておりま

す。

 (2）持分法を適用していない関連会

社はありません。

 

(2）　　　　 同左

 

(2）　　　　 同左

 

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。　　　　　
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資については、組合

契約に規定されている決算

報告日に応じて、入手可能

な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

　ただし、書籍については売

価還元法による原価法によっ

ております。

 

②　たな卸資産

商品

同左

②　たな卸資産

商品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

 　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

  

 建物及び構築

物
６年～47年

工具器具及び

備品
３年～15年

  

 ②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

　営業権については、商法施行

規則の規定する最長期間（５

年）に渡る均等償却を行ってお

ります。

②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

　のれんについては、５年また

は20年に渡る均等償却を行って

おります。

②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

　営業権については、商法施行

規則の規定する最長期間（５

年）に渡る均等償却を行ってお

ります。

 ③　長期前払費用

　定額法によっております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用にて処理してお

ります。

――― 新株発行費

　支出時に全額費用にて処理してお

ります。

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間連

結会計期間における負担額を計

上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会

計年度負担額を計上しておりま

す。

 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

　なお、親会社は、当中間連結

会計期間末においては年金資産

見込額が退職給付債務見込額を

超過しているため、その超過額

2,425千円を流動資産その他に

含めて計上しております。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

 ④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に充

てるため、内規に基づく当中間

連結会計期間末要支給額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

　④　役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支払に充

てるため、内規に基づく当連結

会計年度末要支給額を計上して

おります。

 ⑤　ポイント引当金

　ポイントカードの使用による

値引きに備えるため、過去の利

用実績率に基づき、当中間連結

会計期間末において将来利用さ

れると見込まれる値引きに対す

る見積り額を計上しております。

⑤　ポイント引当金

―――

⑤　ポイント引当金

　ポイントカードの使用による

値引に備えるため、過去の利用

実績率に基づき当連結会計期間

末において、将来利用されると

見込まれる値引に対して、見積

り額を計上しております

 ⑥　商品保証引当金

　商品の５年間保証に備えるた

め、過去の実績に基づき、将来

顕在化すると見込まれる金額を

計上しております。

⑥　商品保証引当金

同左

　⑥　商品保証引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

①　消費税及び地方消費税の会計

処理

　税抜方式によっております。

 

①　消費税及び地方消費税の会計

処理

同左

　消費税及び地方消費税の会計処

理

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日）が平成16年３月31

日　企業会計基準適用指針第６号）を

当中間連結会計期間から適用しており

ます。

　これにより損益に与える影響は、税

金等調整前中間純利益が18,995千円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

　　　　　 　―――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　　「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）が平成16年３

月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を当連結会計年度から適用してお

ります。　　　　　

　これにより損益に与える影響は、営

業利益及び経常利益が5,791千円増加

し、税金等調整前当期純利益が83,537

千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。

　　　　　 　―――

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第5号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は6,984,745千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

　　　　　 　―――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、前連結会計年度の下期から投資

事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券取

引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投

資有価証券として表示する方法に変更しました。

　なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の額は、94,781千円であり、前中間連結会計

期間末における投資その他の資産の「出資金」に含まれて

いる当該出資の額は、80,335千円であります。

　　　　　　　　　　 　―――

 

　　　　　　　　　　 　――― （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「営業権」及び「連結調

整勘定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から「のれん」と表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「営業権償却額」及び

「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当

中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示しておりま

す。

 

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（商品保証引当金）

　商品の５年間商品保証に係る非顕在

債務額の重要性が高まったことから、

当中間連結会計期間より、当中間連結

会計期間末に合理的に見込まれる潜在

的費用を引当計上することにしました。

　この処理を採用したことにより営業

利益、経常利益及び税金等調整前中間

純利益は、110,171千円減少しており

ます。

　　　　　 　―――

 

 

 

 

 

 （商品保証引当金）

 商品の５年間商品保証に関わる非顕

在債務額の重要性が高まったことから、

当連結会計年度より、当連結会計年度

末に合理的に見込まれる潜在的費用を

引当計上することにしました。

　この処理を採用したことにより営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、114,497千円減少しており

ます。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額

881,561千円 1,080,715千円 962,979千円

※２ 　フランチャイズ店との共同購入に

よる仕入債務のうち、フランチャイ

ズ店が負担する部分は当社がフラン

チャイズ店から入金を受けたうえで

支払いを行っております。当社は当

該金額を未払金として認識し、これ

に対応してフランチャイズ店に対す

る未収入金を計上しております。未

収入金及び未払金のうち、このよう

な処理に基づく当中間連結会計期間

末残高合計は、未収入金957,119千

円、未払金1,316,477千円となって

おります。

　フランチャイズ店との共同購入に

よる仕入債務のうち、フランチャイ

ズ店が負担する部分は当社がフラン

チャイズ店から入金を受けたうえで

支払いを行っております。当社は当

該金額を未払金として認識し、これ

に対応してフランチャイズ店に対す

る未収入金を計上しております。未

収入金及び未払金のうち、このよう

な処理に基づく当中間連結会計期間

末残高合計は、未収入金915,826千

円、未払金1,397,387千円となって

おります。

　フランチャイズ店との共同購入に

よる仕入債務のうち、フランチャイ

ズ店が負担する部分は当社がフラン

チャイズ店から入金を受けたうえで

支払を行っております。当社では当

該金額を未払金として認識し、これ

に対応してフランチャイズ店に対す

る未収入金を計上しております。未

収入金及び未払金のうち、このよう

な処理に基づく期末残高合計は、未

収入金1,018,759千円、未払金

1,627,379　 千円となっております。

（中間連結損益計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費

の主なもの

広告宣伝費 384,043千円

販売手数料 167,558千円

役員報酬 45,909千円

給料手当 934,553千円

賞与引当金繰入

額
40,818千円

退職給付費用 10,303千円

役員退職慰労引

当金繰入額
7,463千円

減価償却費 144,486千円

連結調整勘定償

却額
14,494千円

不動産賃借料 623,858千円

広告宣伝費 481,576千円

販売手数料 153,119千円

役員報酬 51,505千円

給料手当 1,027,123千円

賞与引当金繰入

額
67,420千円

退職給付費用 22,670千円

役員退職慰労引

当金繰入額
8,779千円

減価償却費 125,372千円

のれん償却額 91,415千円

不動産賃借料 682,221千円

広告宣伝費 855,918千円

販売手数料 340,749千円

役員報酬 96,176千円

給料手当 1,917,237千円

賞与引当金繰入

額
42,514千円

退職給付費用 19,838千円

役員退職慰労引

当金繰入額
15,631千円

減価償却費 305,417千円

連結調整勘定償

却額
28,988千円

不動産賃借料 1,312,417千円

※２　固定資産売却益の内訳 ―― ―― 車両運搬具 738千円

※３　固定資産売却損の内訳 車両運搬具 83千円 ―― 車両運搬具 83千円

※４　固定資産除却損の内訳 工具器具及び備

品
592千円

工具器具及び備

品
316千円

建物

構築物

工具器具及び備

品

ソフトウェア

計

14,913千円

6,654千円

6,755千円

 

1,373千円

29,696千円
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５　固定資産減損損失 　当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて固定資産減損損失を計上いた

しました。

　当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて固定資産減損損失を計上いた

しました。

　当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産グループについ

て固定資産減損損失を計上いたしま

した。

 場所 用途 種類

神奈川県
営業
店舗

建物及び構
築物その他
有形固定資
産
リース資産

場所 用途 種類

埼玉県
営業
店舗

建物及び構
築物その他
有形固定資
産
リース資産

場所 用途 種類

神奈川県
営業
店舗

建物及び構
築物その他
有形固定資
産
リース資産

千葉県
営業
店舗

建物及び構
築物その他
有形固定資
産
リース資産

 　当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として主と

して店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。営業活動から生

じる損益が継続してマイナスで、資

産グループの固定資産簿価を全額回

収できる可能性が低いと判断した店

舗について、当該資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を固定資産減損損失

（18,995千円）として特別損失に計

上しました。

　当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として主と

して店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。営業活動から生

じる損益が継続してマイナスで、資

産グループの固定資産簿価を全額回

収できる可能性が低いと判断した店

舗について、当該資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を固定資産減損損失

（35,142千円）として特別損失に計

上しました。

　当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として主と

して店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。営業活動から生

じる損益が継続してマイナスで、資

産グループの固定資産簿価を全額回

収できる可能性が低いと判断した店

舗について、当該資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を固定資産減損損失

（89,329千円）として特別損失に計

上しました。

 ※固定資産減損損失の内訳 ※固定資産減損損失の内訳 ※固定資産減損損失の内訳

 

場所

固定資産減損損失
（千円）

建物及
び構築
物

その他 計

神奈川県 11,741 7,253 18,995

場所

固定資産減損損失
（千円）

建物及
び構築
物

その他 計

埼玉県 6,461 28,680 35,142 

場所

固定資産減損損失
（千円）

建物及
び構築
物

その他 計

神奈川県 41,557 19,148 60,706

千葉県 8,169 20,453 28,622

 　当該資産グループの固定資産

回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、主に固定資

産税評価額及び減価償却計算に

用いられている税法規定等に基

づく残存価額（取得価額の5%）

を基に評価しております。

 

　当該資産グループの固定資産

回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、主に固定資

産税評価額及び減価償却計算に

用いられている税法規定等に基

づく残存価額（取得価額の5%）

を基に評価しております。

　当該資産グループの固定資産

回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、主に固定資

産税評価額及び減価償却計算に

用いられている税法規定等に基

づく残存価額（取得価額の5%）

を基に評価しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 222,948 216 ―― 223,164

合計 222,948 216 ―― 223,164

自己株式

普通株式 1,748 ―― ―― 1,748

合計 1,748 ―― ―― 1,748

　（注）普通株式の発行済株式総数の増加216株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 

　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　該当事項はありません。 

 

　３．配当に関する事項

　　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 110,600 500.0 平成18年３月31日 平成18年６月23日

　　基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 55,354 利益剰余金 250.0 平成18年９月30日 平成18年12月11日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲載されている科目の金額

との関係

現金及び預金 1,501,312千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
―　千円

現金及び現金同等物 1,501,312千円

現金及び預金 1,496,140千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
―　千円

現金及び現金同等物 1,496,140千円

現金及び預金 2,494,338千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
―　千円

現金及び現金同等物 2,494,338千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具
器具
及び
備品

554,286 290,046 2,600 261,639

無形
固定
資産

119,520 51,962 ― 67,558

合計 673,806 342,008 2,600 329,197

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具
器具
及び
備品

439,991 256,302 40,661 143,027

無形
固定
資産

117,744 74,281 ― 43,462

合計 557,735 330,584 40,661 186,489

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具
器具
及び
備品

514,213 283,204 22,630 208,378

無形
固定
資産

117,744 62,507 ― 55,237

合計 631,957 345,711 22,630 263,615

②　未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高

未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高

未経過リース料中間期末残高相当額

②　未経過リース料期末残高相当額及びリー

ス資産減損勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 130,257千円

１年超 202,874千円

合計 333,132千円

１年内 92,378千円

１年超 133,546千円

合計 225,925千円

１年内 115,968千円

１年超 176,214千円

合計 292,183千円

リース資産減損

勘定中間期末残

高

1,573千円

リース資産減損

勘定中間期末残

高

39,739千円

リース資産減損

勘定期末残高
22,630千円

 

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 73,730千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,027千円

減価償却費相当額 69,257千円

支払利息相当額 3,169千円

減損損失 2,600千円

支払リース料 67,109千円

リース資産減損勘定

の取崩額
3,263千円

減価償却費相当額 61,829千円

支払利息相当額 2,061千円

減損損失 20,372千円

支払リース料 150,795千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,600千円

減価償却費相当額 143,360千円

支払利息相当額 5,884千円

減損損失 25,230千円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

（前中間連結会計期間）

１　時価のある有価証券

区分 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

(1）その他有価証券 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 314,970 994,386 679,415

２　時価評価されていない有価証券

区分
前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 51,963

投資事業組合への出資持分 94,781

計 146,744

（当中間連結会計期間）

１　時価のある有価証券

区分 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

(1）その他有価証券 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 571,545 662,756 91,211

２　時価評価されていない有価証券

区分
当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 234,463

投資事業組合への出資持分 31,407

　　　　　　　　　　計 265,870
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（前連結会計年度）

１　時価のある有価証券

区分 前連結会計年度末（平成18年３月31日）

(1）その他有価証券 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 571,545 917,827 346,282

２　時価評価されていない有価証券

区分
前連結会計年度末（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 234,463

投資事業組合への出資持分 185,007

　　　　　　　　　計 419,470

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
パソコン等販
売事業

（千円）

インターネッ
ト関連事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 20,128,409 1,969,844 22,098,253 ― 22,098,253

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
406,890 2,709 409,599 (409,599) ―

計 20,535,299 1,972,553 22,507,853 (409,599) 22,098,253

営業費用 20,331,301 1,670,027 22,001,329 (395,203) 21,606,125

営業利益 203,997 302,525 506,523 (14,395) 492,128

経常利益 349,659 301,740 651,400 (28,699) 622,700

　（注）　事業の区分は、業種の形態によっており、各事業の内容は以下のとおりであります。

パソコン等販売事業　　　パソコン及び同関連商品の販売（ロイヤリティー他収入を含む）

インターネット関連事業　子会社が運営するISP事業、WEB制作事業、インターネット関連サービス事業、

Yahoo！BB関連事業及びTVゲーム販売事業

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
パソコン等販
売事業

（千円）

インターネッ
ト関連事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 18,796,884 1,668,662 20,465,547 ― 20,465,547

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
269,962 3,124 273,087 (273,087) ―

計 19,066,846 1,671,787 20,738,634 (273,087) 20,465,547

営業費用 18,962,302 1,514,737 20,477,040 (269,635) 20,207,405

営業利益 104,544 157,049 261,593 (3,452) 258,141

経常利益 324,941 156,585 481,527 (31,371) 450,156

　（注）　事業の区分は、業種の形態によっており、各事業の内容は以下のとおりであります。

パソコン等販売事業　　　パソコン及び同関連商品の販売（ロイヤリティー他収入を含む）

インターネット関連事業　子会社が運営するISP事業、WEB制作事業、インターネット関連サービス事業、

Yahoo！BB関連事業及びTVゲーム販売事業
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
パソコン等販
売事業

（千円）

インターネッ
ト関連事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 42,024,731 3,940,509 45,965,241 － 45,965,241

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
775,569 5,284 780,854 (780,854) －

計 42,800,301 3,945,794 46,746,096 (780,854) 45,965,241

営業費用 42,149,517 3,386,021 45,535,539 (781,052) 44,754,486

営業利益 650,784 559,772 1,210,557 197 1,210,754

経常利益 954,169 558,461 1,512,630 (19,750) 1,492,880

　（注）　事業の区分は、業種の形態によっており、各事業の内容は以下のとおりであります。

パソコン等販売事業　　　パソコン及び同関連商品の販売（ロイヤリティー他収入を含む）

インターネット関連事業　子会社が運営するISP事業、SI事業、WEB制作事業、インターネット関連サービス事

業、Yahoo！BB関連事業及びTVゲーム販売事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項

はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 30,046.25円

１株当たり中間純利益 1,791.65円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
1,701.23円

１株当たり純資産額 31,545.81円

１株当たり中間純利益 1,144.16円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
1,130.81円

１株当たり純資産額 31,968.56円

１株当たり当期純利益 4,501.40円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
4,359.02円

当社は、平成17年９月20日付で株式１

株につき４株の株式分割を行っており

ます。

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりとな

ります。

前中間連結会計
期間

前連結会計年度

１株当たり純資
産額

１株当たり純資
産額

22,887.42円 25,709.58円

１株当たり中間
純利益金額

１株当たり当期
純利益金額

676.93円 2,795.58円

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額

627.83円 2,623.85円

  　平成17年７月５日開催の取締役会

決議により平成17年７月31日を基準日

とし、平成17年９月20日付けで普通株

式１株を４株に分割しております。

　 前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における前連結会計年

度の１株当たりの情報の各数値はそれ

ぞれ以下のとおりであります。

　 １株当たり純資産額

　　　　　　　　　　　27,709.57円

 

　 １株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　 2,795.58円

 

   潜在株式調整後

   １株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　 2,623.85円
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎。

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間連結損益計算書上の中間（当期）純

利益（千円）
381,061 253,252 980,779

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
381,061 253,252 980,779

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳（千円）
― ― ―

利益処分による役員賞与 ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 212,688 221,343 217,883

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた中間（当期）

純利益調整額の主要な内訳

（千円）

― ― ―

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた普通株式増加

数の主要な内訳（株）

   

新株予約権 11,304 2,613 7,117

普通株式増加数（株） 11,304 2,613 7,117

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

（新株予約権）

――

（新株予約権）

株主総会の特別決議日

平成16年６月24日

（新株予約権）

株主総会の特別決議日

平成16年６月24日

 （新株予約権３個） （新株予約権83個）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―― ―― 　新株予約権の決議

　平成17年６月23日開催の第11回定時

株主総会で承認されました商法第280条

ノ20並びに商法第280条ノ21の規定に基

づきストックオプションとして発行す

る新株予約権の具体的な内容について、

平成18年４月28日開催の当社取締役会

において下記の通り決議いたしました。

　１　新株予約権の発行日

　　　　平成18年４月28日

　２　新株予約権の発行数

　　　　479個（新株予約権１個につ　

　　　　　　　　き４株）

　３　新株予約権の発行価額

　　　　無償とする　　　　　　

　４　新株予約権の目的たる株式の種

類及び数

　　　　当社普通株式　1,916株

　５　新株予約権の行使に際しての払

込金額

　　　　１株につき87,710円

　６　新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額

　　　　168,052,360円

　７　新株予約権の行使期間

　　　　平成19年10月１日から平成21

年12月31日まで

　８　新株予約権の行使により新株を

発行する場合の発行価額のうち

資本に組入れる額

　　　　84,026,180円

　（１株につき43,855円）
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５．生産・受注及び販売の状況
品種別売上高

科目

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

パソコン等販売事業

パソコン本体 6,651,423 30.1 5,967,217 29.2 13,393,110 29.2

モニター 568,293 2.6 479,418 2.3 1,162,134 2.5

プリンター 758,401 3.4 629,882 3.1 1,802,845 3.9

周辺機器 4,536,104 20.5 4,181,751 20.4 9,116,799 19.8

アクセサリー・サプライ 2,115,233 9.6 2,076,335 10.1 4,512,566 9.8

ソフト 909,455 4.1 828,419 4.0 1,918,020 4.2

ＯＡ機器・中古・その他 3,157,003 14.3 2,756,924 13.5 6,774,497 14.7

商品売上高計 18,695,916 84.6 16,919,948 82.6 38,679,976 84.1

ロイヤリティー他収入 223,161 1.0 269,226 1.3 489,948 1.0

技術サービス・手数料等収入 1,209,331 5.5 1,607,708 7.9 2,854,806 6.3

計 20,128,409 91.1 18,796,884 91.8 42,024,731 91.4

インターネット関連事業 1,969,844 8.9 1,668,662 8.2 3,940,509 8.6

合計 22,098,253 100.0 20,465,547 100.0 45,965,241 100.0

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　ロイヤリティー他収入の対象となるフランチャイズ店売上高は9,185,319千円であり、上記のピーシーデポグ

ループを含めた全体の売上高合計額は29,650,866千円であります。
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