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(百万円未満切捨て)
１．平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 連結経営成績(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 ％

21年３月期第１四半期 4,379 ─ 81 ─ 83 ─ 31 ─

20年３月期第１四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

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

21年３月期第１四半期 302 60 292 84

20年３月期第１四半期 ─ ─ ─ ─

　(2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 4,575 2,593 55.0 24,895 29

20年３月期 4,574 2,621 56.7 24,937 42
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 2,514百万円 20年３月期 2,592百万円

２．配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 750 00 750 00

21年３月期 ─ ─
850 00

21年３月期(予想) 0 00 ─ ─ 850 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 9,200 23.3 400 △6.3 400 △6.8 210 13.2 1,997 33

通期 18,300 15.8 900 9.5 900 8.8 470 16.3 4,470 23
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 有

　 [新規 １社 (社名 株式会社ジャパンプロスタッフ ) ]

　 [(注) 詳細は、５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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結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（四半期連結財務諸表作成
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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]

(4) 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）

21年３月期第１四半期 105,251株 20年３月期 105,251株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 1,076株 20年３月期 111株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 104,894.99株 20年３月期第１四半期 104,799.13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．上記に記載した予想数値は、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たものであり、
実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

２．当社グループは、平成20年３月期第２四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年３月期第１
四半期の数値並びに対前年同四半期増減率については記載しておりません。

３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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㈱ピーアンドピー(2426)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（参考）個別業績の概要

(百万円未満切捨て)
１．平成21年３月期第１四半期の個別業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 個別経営成績(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 ％

21年３月期第１四半期 3,674 0.7 77 △55.8 93 △46.8 47 △42.8

20年３月期第１四半期 3,650 9.3 175 2.1 176 3.7 83 4.2

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

21年３月期第１四半期 457 58 442 83

20年３月期第１四半期 801 23 780 13

(2) 当社は平成19年８月１日付で棚卸代行サービス事業を分社化したため、平成20年３月期第１四半
期の個別業績数値には、分社化以前の棚卸代行サービス事業の業績が含まれております。なお、平
成21年３月期第１四半期の連結業績と平成20年３月期第１四半期の個別業績を比較した場合の対前
年同四半期増減率は以下のとおりであります。

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

20.0％ △53.5％ △52.8％ △62.2％
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㈱ピーアンドピー(2426)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国の経済状況は、昨年

から引き続く米国サブプライムローン問題、原油価格の高騰などの要因により、企業収益の減少や、雇用情

勢の改善に足踏みが見られるなど、国内景気の下振れリスクが高まりつつあります。また、個人消費におい

ては、ガソリン価格の上昇、原材料価格の高騰に伴う生活必需品の値上げ等の影響により、消費活動の縮小

が見られ、景気への先行き不透明感が更に増しております。

このような状況の中、当社グループの主要マーケットである移動体通信業界におきましては、平成20年３

月末から、平成20年６月末までの契約増加件数は、0.9％増*1の微増に留まりながらも、端末購入プラン・月

額料金プラン・その他オプションプランなどのサービス拡充と、利用者獲得に向けた競争の激化により、店

頭では高スキルの即戦力スタッフを求めるニーズが高まっております。

　デジタル家電業界におきましては、各家電量販店の都市型大規模店を中心とした出店ラッシュにより、人

材ニーズの拡大が続くと共に、夏のオリンピックを目前とした、薄型デジタルテレビ・ＤＶＤレコーダー等

の購買需要に合わせ、説明員のニーズが拡大しております。

　また、ストア事業におきましては、食料品部門の売上の緩やかな拡大が依然として続いており、それに伴

ったバックヤードの生鮮・精肉・総菜の技術者への人材ニーズは高い状況を示しております。

このような環境のもと当社グループは、「品格と高付加価値の創造」を当期（平成20年４月１日～平成21年

３月31日）のテーマと掲げ、法務専任の課長を採用し、コンプライアンス体制の強化を図るとともに、付加

価値の確立の一端として、未出店地域への進出による拠点の拡充、全てのステークホルダーのステイタスア

ップのための認知度向上への取組みを行い始めました。また、移動体通信事業のショップを中心に人材派

遣・人材紹介事業を営んでいる株式会社ジャパンプロスタッフへの資本参加を行い、平成20年６月１日付で

連結子会社とし、グループの成長力強化に取り組みました。

この結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は4,379,420千円、連結営業利益は81,526千円、連結経

常利益は83,188千円、連結四半期純利益は31,740千円となりました。

（注）*1: 出典：（社）電気通信事業者協会「携帯電話／ＩＰ接続サービス／ＰＨＳ／無線呼び出し契約数」

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は4,575,059千円（前連結会計年度末比0.0％増）となりました。流

動資産は連結子会社の株式取得による現金及び預金の減少等により256,152千円減少し3,702,610千円となり、

固定資産は、連結子会社の取得によるのれんの増加等により257,594千円増加し861,179千円となりました。

また、繰延資産は償却による減少689千円により11,269千円となりました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債は1,981,591千円（前連結会計年度末比1.5％増）となりました。流動

負債は、連結子会社の取得により連結の範囲に含めた負債の増加等により18,240千円増加し1,803,275千円と

なり、固定負債は、役員退職慰労引当金の増加等により10,964千円増加し178,316千円となりました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は2,593,467千円（前連結会計年度末比1.1％減）となりました。利

益剰余金は、四半期純利益の計上31,740千円及び剰余金の配当78,855千円により差し引き628,838千円となり

ました。また、自己株式は、31,132千円の取得により34,117千円となり、少数株主持分は、連結子会社の取

得により79,033千円となりました。

（キャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より291,309千円減少し

1,745,543千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払163,569千円があった

ものの、税金等調整前四半期純利益の計上83,188千円及び売上債権の減少136,205千円等により22,050千円の

収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、主として連結の範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出181,016千円等により218,876千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フロー

は、自己株式の取得による支出31,132千円及び配当金の支払63,351千円により94,483千円の支出となりまし

た。
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㈱ピーアンドピー(2426)平成21年３月期 第１四半期決算短信

３．連結業績予想に関する定性的情報

当期の業績予想につきましては、平成20年６月１日に子会社化した株式会社ジャパンプロスタッフが連結

対象となったため、第２四半期連結累計期間の業績予想を本日発表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」の通り修正いたしました。

　しかしながら、通期の連結業績予想におきましては、現在の原油・原材料高の影響による景気の先行き不

安などから、環境的要因が業績に大きく影響を及ぼす可能性が見込まれるため、平成20年５月15日に公表し

たものを据え置くものといたします。なお、今後の経済状況等により業績予想に変更がある場合は、判明次

第速やかに公表いたします。

　なお、業績予想につきましては、予測しない経済状況などの変化等により変動する場合があり、当社グル

ープとして保証するものではないことをご了承ください。

４．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

当社は平成20年５月29日開催の取締役会における決議により、平成20年６月１日付で、株式会社ベルパ

ークの完全子会社である株式会社ジャパンプロスタッフの発行済株式の50％をベルパークより取得いたし

ました。

　なお、当該取得により、支配力基準に基づき株式会社ジャパンプロスタッフは当社の連結子会社に該当

し、また、特定子会社に該当することとなりました。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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。

２．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、連結会計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。

３．経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

５．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

　連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで

債権と債務を相殺消去しております。

　連結会社相互間の取引を相殺消去

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法によ

り相殺消去しております。
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㈱ピーアンドピー(2426)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 四半期連結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
１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 追加情報
１．連結子会社の四半期決算日等に関する事項

連結子会社㈱ジャパンプロスタッフの四半期決算日は３月31日であります。

　連結財務諸表を作成するに当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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㈱ピーアンドピー(2426)平成21年３月期 第１四半期決算短信

５．【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,235,632 1,535,538

売掛金 1,869,430 1,818,688

有価証券 509,910 501,314

前払費用 48,170 24,660

繰延税金資産 15,057 55,784

その他 29,081 27,790

貸倒引当金 △4,672 △5,014

流動資産合計 3,702,610 3,958,762

固定資産

有形固定資産 122,560 92,414

無形固定資産

のれん 210,436 39,040

その他 161,757 170,447

無形固定資産合計 372,193 209,488

投資その他の資産 366,424 301,682

固定資産合計 861,179 603,585

繰延資産 11,269 11,959

資産合計 4,575,059 4,574,307

負債の部

流動負債

買掛金 1,095,855 1,036,494

未払金 320,880 214,448

未払費用 114,488 99,346

未払法人税等 11,728 178,490

未払消費税等 191,296 158,660

賞与引当金 8,149 45,611

その他 60,877 51,984

流動負債合計 1,803,275 1,785,035

固定負債

役員退職慰労引当金 165,340 155,202

その他 12,976 12,150

固定負債合計 178,316 167,352

負債合計 1,981,591 1,952,387
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,375,589 1,375,589

資本剰余金 544,123 544,123

利益剰余金 628,838 675,952

自己株式 △34,117 △2,985

株主資本合計 2,514,433 2,592,680

少数株主持分 79,033 29,239

純資産合計 2,593,467 2,621,919

負債純資産合計 4,575,059 4,574,307
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 4,379,420

売上原価 3,425,435

売上総利益 953,984

販売費及び一般管理費 872,458

営業利益 81,526

営業外収益

受取利息及び配当金 1,295

その他 1,305

営業外収益合計 2,601

営業外費用

支払利息 696

その他 242

営業外費用合計 938

経常利益 83,188

税金等調整前四半期純利益 83,188

法人税、住民税及び事業税 9,935

法人税等調整額 40,211

法人税等合計 50,146

少数株主利益 1,300

四半期純利益 31,740
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 83,188

減価償却費 19,351

のれん償却額 5,111

開業費償却額 689

貸倒引当金の増減額（△は減少） 972

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,138

受取利息及び受取配当金 △1,295

支払利息 696

売上債権の増減額（△は増加） 136,205

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,561

仕入債務の増減額（△は減少） △33,459

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 21,635

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,339

その他 △27,438

小計 185,021

利息及び配当金の受取額 1,295

利息の支払額 △696

法人税等の支払額 △163,569

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,050

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 △8,309

無形固定資産の取得による支出 △1,178

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出
△181,016

その他 △28,372

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,876

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 △31,132

配当金の支払額 △63,351

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △291,309

現金及び現金同等物の期首残高 2,036,852

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,745,543
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

利益剰余金は、四半期純利益の計上31,740千円及び剰余金の配当78,855千円により差し引き628,838千

円となりました。また、自己株式は、31,132千円の取得により34,117千円となりました。

「参考資料」

当社グループは、平成20年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前四半

期連結損益計算書及び前四半期連結キャッシュ・フロー計算書については記載しておりません。

（要約）前四半期個別損益計算書

　 （単位：千円）

科 目

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 3,650,186

Ⅱ 売上原価 2,795,892

　 売上総利益 854,293

Ⅲ 販売費及び一般管理費 679,121

　 営業利益 175,172

Ⅳ 営業外収益 1,422

Ⅴ 営業外費用 371

　 経常利益 176,222

Ⅵ 特別損失 38,737

　 税引前四半期(当期)純利益 137,485

　 税金費用 53,516

　 四半期(当期)純利益 83,968
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（要約）前四半期個別キャッシュ・フロー計算書

　 （単位：千円）

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税引前四半期(当期)純利益 137,485

　 減価償却費 15,082

　 固定資産除却損 25,518

　 貸倒引当金の増減額 △359

　 賞与引当金の増減額 △46,781

　 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 1,286

　 受取利息 △399

　 売上債権の増減額(△は増加) 90,585

　 仕入債務の増減額(△は減少) △65,592

　 未払金の増減額(△は減少) △48,056

　 未払消費税の増減額(△は減少) △5,626

　 その他 5,923

　 小計 109,066

　 利息の受取額 399

　 法人税等の支払額 △287,563

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △178,097

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 △716

　 無形固定資産の取得による支出 △23,880

　 差入保証金の差入による支出 △25,899

　 関係会社株式取得による支出 △80,000

　 その他 △6,989

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △137,485

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 配当金の支払額 △64,994

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △64,994

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △380,577

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,901,243

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 1,520,666
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