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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 9,431 ― 183 ― 222 ― 82 ―
20年3月期第1四半期 10,872 5.8 452 82.3 467 54.2 247 69.1

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 374.13 ―
20年3月期第1四半期 1,100.24 ―

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 13,290 7,861 58.1 35,080.42
20年3月期 14,728 7,869 52.4 35,078.17

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,722百万円 20年3月期  7,722百万円

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

（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 ― 250.00 ― 350.00 600.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 350.00 ― 350.00 700.00

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）

（注）連結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

第2四半期連結累計期間 21,100 △0.5 500 △26.6 555 △22.4 265 △18.8 1,203.74
通期 44,700 5.3 1,240 0.8 1,350 0.7 675 △17.2 3,066.13

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）  無  

(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、3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） 

（注） 詳細は、3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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、
業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等については2ページ【定性的情報・財務諸表等】 3.連結業績予想に関する定性的
情報をご覧ください。 
2.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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  225,020株 20年3月期  225,020株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,873株 20年3月期  4,873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  220,147株 20年3月期第1四半期  220,147株
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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におけるわが国経済は、原油価格の高止まり、原材料価格の高騰及び米国の金融市場

の混乱などにより景気減速が懸念されるようになってまいりました。また、身近な生活関連商品の値上げによる家

計への圧迫感から消費者心理の悪化も相まって、個人消費動向は回復の兆しが見えない状況にあります。

このような環境下、パソコン業界においては全体的に単価の下落が進んでいるものの、５万円以下の低価格パソ

コン（ミニノートパソコン）が発売され、消費者の関心が少し高まるなど需要の変化が進んでおります。

当社におきましては、特徴を生かした「技術メンテナンス・サポート」を商品販売における他社との差別化の中

心として取り組み、同時にパソコン・クリニックのロゴを変更し、「ＰＣＤＥＰＯＴ」と「パソコン・クリニック」

のブランドイメージの統一を進めました。

商品については、メモリー・液晶関連の価格下落からパソコン・周辺機器の単価が大幅に下落をいたしました。

サービス面においては、技術メンテンナス・サポートに専門性を組み合わせたソリューション販売を強化しまし

た。また、お客様に安心して継続的にパソコンをご利用いただける保守サービス型商品（プレミアムサービス）の

会員獲得に取り組みました。

店舗展開については、今期直営店の新規出店4店舗を計画している中、平成20年6月に湘南台店（神奈川県）を開

店しました。この結果、当第1四半期末の店舗数は、直営店35店舗、フランチャイズ店24店舗、合計59店舗となりま

した。

インターネット関連事業におきましては、平成20年6月に関西ブロードバンド株式会社よりISP事業の営業権を譲

り受け、プロバイダー会員の増加を図りました。

以上の結果、当社グループ売上高は94億31百万円（前年同期比86.7％）、営業利益は１億83百万円（前年同期比

40.6％）、経常利益は２億22百万円（前年同期比47.6％）となり四半期純利益は82百万円（前年同期比33.3％）と

なりました。また、フランチャイズ店を含めたピーシーデポグループ全体での売上高は137億18百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における総資産は、132億90百万円となり、前連結会計年度末比14億38百万円の減少となりました。

その主な要因は、たな卸資産が７億48百万円の減少したことによるものであります。　

なお、純資産は78億61百万円となり、自己資本比率は58.1％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）　

当第1四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は15億86百万円と前連結会計年度末に比べ２億70百万円

減少しております。前年同期は２億22百万円の減少でした。

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務７億65百万円の減少、未払金４億30百万円の減少がありました

が、たな卸資産の減少７億48百万円、未収入金の減少５億27百万円、売上債権の減少３億16百万円等により１億86

百万円の増加となっています。前年同期は38百万円の増加でした。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出１億29百万円、投資有価証券の取得によ

る支出１億20百万円、無形固定資産の取得による支出59百万円等により３億47百万円の減少となりました。前年同

期は98百万円の減少でした。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額69百万円、長期借入金の返済による支出40百万円により

１億９百万円の減少となりました。前年同期は１億61百万円の減少でした。

 
３．連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間においては、主力のパソコン等販売事業の売上が当初計画の92％で推移しており引続

き市場は厳しい状況でありますが、新規出店については計画どおり進んでおり、また、平成20年８月１日で株式会

社ケーズホールディングスより４店舗を譲り受け直営化が決定しております。

従いまして、第２四半期連結累計期間及び通期の計画は変更せず、前回の発表どおりの業績予想であります。
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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）

　該当事項はありません。

（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　定率法を採用している固定資産については、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。 

　②　貸倒実績率等が前年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

度末において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

　③　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を一部省略し、前連結会計年度末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　　④　経過勘定項目等に関しては、金額に重要性がなく、かつ、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲におい

て合理的な算定方法による会計処理を行っています。 

　⑤　税金費用の計算につきましては、少額な加減算項目の修正は行っておりません。繰延税金資産の回収可能

性の判断につきましては、前年度の検討において使用した将来の業績予想やタックスプランニングを使用し

ております。 

（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　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。

　②　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来移動平均法による原価法を採用しておりましたが、

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価格については収益性の低下に基づく簿価の切

下げの方法）により算定しております。この変更に伴い、売上総利益、営業利益、経常利益で14,736千円増

加し、税金等調整前四半期純利益は21,629千円減少しております。
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１【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 1,586,667 1,856,947 

売掛金 1,259,700 1,575,721 

たな卸資産 4,324,233 5,072,297 

繰延税金資産 181,199 182,533 

未収入金 363,143 890,985 

未収消費税等 3,280  

その他 279,745 292,971 

貸倒引当金 △5,360 △7,055 

流動資産合計 7,992,609 9,864,402 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,518,906 1,505,569 

減価償却累計額 △554,772 △528,904 

建物及び構築物（純額） 964,134 976,664 

工具、器具及び備品 1,118,709 1,058,963 

減価償却累計額 △759,139 △728,572 

工具、器具及び備品（純額） 359,570 330,391 

建設仮勘定 25,998  

その他 105,958 105,958 

減価償却累計額 △2,267 △2,217 

その他（純額） 103,690 103,741 

有形固定資産合計 1,453,393 1,410,797 

無形固定資産   

のれん 553,818 304,867 

その他 353,076 358,394 

無形固定資産合計 906,894 663,262 

投資その他の資産   

投資有価証券 330,999 216,904 

繰延税金資産 71,079 68,983 

差入保証金 1,413,008 1,376,754 

敷金 1,046,638 1,046,506 

その他 76,117 81,372 

投資その他の資産合計 2,937,842 2,790,520 

固定資産合計 5,298,130 4,864,580 

資産合計 13,290,739 14,728,982 
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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） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,954,177 2,719,983 

1年内返済予定の長期借入金 162,000 162,000 

未払法人税等 97,601 562,063 

商品保証引当金 90,887 108,797 

賞与引当金 163,643 76,227 

未払金 1,579,199 1,808,197 

その他 288,365 297,228 

流動負債合計 4,335,874 5,734,497 

固定負債   

長期借入金 264,500 305,000 

退職給付引当金 18,115 8,894 

役員退職慰労引当金 141,495 139,283 

長期預り保証金 669,285 671,825 

固定負債合計 1,093,396 1,125,003 

負債合計 5,429,270 6,859,501 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,601,196 1,601,196 

資本剰余金 1,888,605 1,888,605 

利益剰余金 4,419,825 4,414,514 

自己株式 △186,226 △186,226 

株主資本合計 7,723,401 7,718,090 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △551 4,263 

評価・換算差額等合計 △551 4,263 

少数株主持分 138,618 147,127 

純資産合計 7,861,468 7,869,481 

負債純資産合計 13,290,739 14,728,982 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（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 9,431,056 

売上原価 7,122,014 

売上総利益 2,309,041 

販売費及び一般管理費  

販売手数料 79,902 

広告宣伝費 207,471 

役員報酬 27,684 

給料及び手当 620,438 

賞与引当金繰入額 87,416 

退職給付費用 17,055 

役員退職慰労引当金繰入額 4,743 

消耗品費 71,257 

減価償却費 66,094 

不動産賃借料 377,037 

のれん償却額 29,960 

その他 536,420 

販売費及び一般管理費合計 2,125,482 

営業利益 183,559 

営業外収益  

受取利息 594 

受取配当金 1,260 

販売奨励金 13,400 

受取賃貸料 28,534 

受取手数料 5,849 

持分法による投資利益 2,206 

その他 16,265 

営業外収益合計 68,112 

営業外費用  

支払利息 1,580 

賃貸費用 27,860 

営業外費用合計 29,440 

経常利益 222,231 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,649 

特別利益合計 1,649 

特別損失  

たな卸資産評価損 36,366 

特別損失合計 36,366 

税金等調整前四半期純利益 187,513 

法人税、住民税及び事業税 98,922 
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（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） 

法人税等調整額 3,466 

法人税等合計 102,389 

少数株主利益 2,762 

四半期純利益 82,362 
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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 187,513 

減価償却費 82,142 

のれん償却額 29,960 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,694 

賞与引当金の増減額（△は減少） 87,416 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,211 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,220 

商品保証引当金の増減額（△は減少） △17,910 

受取利息及び受取配当金 △1,855 

支払利息 1,580 

為替差損益（△は益） △583 

持分法による投資損益（△は益） △2,206 

売上債権の増減額（△は増加） 316,021 

たな卸資産の増減額（△は増加） 748,064 

未収入金の増減額（△は増加） 527,841 

仕入債務の増減額（△は減少） △765,806 

未払金の増減額（△は減少） △430,064 

その他の資産の増減額（△は増加） 9,909 

その他の負債の増減額（△は減少） △36,152 

その他 △23,780 

小計 721,830 

利息及び配当金の受取額 1,260 

利息の支払額 △1,544 

法人税等の支払額 △534,833 

営業活動によるキャッシュ・フロー 186,713 

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 △129,333 

無形固定資産の取得による支出 △59,712 

投資有価証券の取得による支出 △120,000 

敷金及び保証金の差入による支出 △55,094 

敷金及び保証金の回収による収入 19,303 

預り保証金の返還による支出 △2,539 

その他 △447 

投資活動によるキャッシュ・フロー △347,823 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △40,500 

配当金の支払額 △57,982 

少数株主への配当金の支払額 △11,271 

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,753 
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（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） 

現金及び現金同等物に係る換算差額 583 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △270,279 

現金及び現金同等物の期首残高 1,856,947 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,586,667 
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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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ. 事業の種類別セグメント情報

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）

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 8,931,598 606,997 9,538,596 △107,539 9,431,056

営業費用 8,825,242 529,794 9,355,037 △107,539 9,247,497

営業利益 106,355 77,203 183,559 － 183,559

経常利益 177,085 77,203 254,289 △32,058 222,231

　（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、ソフトバンク携帯電話の加入手続きに関する代理店事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　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）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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（６）販売の状況

品種別売上高

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）

金額
（千円）

構成比
（％）

パ
ソ
コ
ン
等
販
売
事
業

パソコン本体 2,138,653 22.7

モニター 326,837 3.5

プリンター 194,983 2.1

周辺機器 2,657,614 28.2

アクセサリー・サプライ 1,053,005 11.1

ソフト 361,276 3.8

ＯＡ機器・中古・その他 940,187 10.0

商品売上高計 7,672,558 81.4

ロイヤリティー他収入 129,721 1.4

技術サービス・手数料等収入 1,043,094 11.0

計 8,845,374 93.8

インターネット関連事業 585,682 6.2

 合計 9,431,056 100.0

　（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4,287,274千円であり、上記直営店売上高との

商品売上高合計額は13,718,330千円であります。

（７）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 10,872,041

Ⅱ　売上原価 8,358,576

売上総利益 2,513,465

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,061,338

営業利益 452,126

Ⅳ　営業外収益 49,573

　１　受取利息 699

　２　受取配当金 1,260

　３　販売奨励金 8,577

　４　賃貸料収入 17,114

　５　受取手数料 10,865

　６　その他 11,055

Ⅴ　営業外費用 34,485

　１　支払利息 3,020

　２　賃貸関連費用 17,057

　３　持分法による
投資損失

14,407

経常利益 467,214

Ⅵ　特別利益 2,377

　１　貸倒引当金戻入益 2,377

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 469,591

法人税、住民税及び事業税 234,434

法人税等調整額 △19,108

少数株主利益 6,689

四半期純利益 247,576
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前
当期純利益

469,591

　減価償却費 74,617

　のれん償却額 48,090

　持分法による投資損失
　（△投資利益）

14,407

貸倒引当金の増加額（△
減少額）

△2,386

賞与引当金の増加額（△
減少額）

79,244

役員退職慰労引当金の増
加額（△減少額）

△256

退職給付引当金の
増加額（△減少額）

6,616

受取利息及び
受取配当金

△1,959

　支払利息 3,020

為替差損益（△差益） △471

売上債権の減少額
（△増加額）

272,307

たな卸資産の減少額（△
増加額）

20,339

未収入金の減少額
（△増加額）

360,549

仕入債務の増加額
（△減少額）

△825,718

未払金の増加額
（△減少額）

△323,659

その他資産の減少額（△
増加額）

19,742

その他負債の増加額（△
減少額）

70,398

　その他 △15,573

小計 268,899

利息及び配当金の
受取額

1,260

利息の支払額　 △4,214

法人税等の支払額 △227,732

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

38,213
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前第１四半期連結累計期間
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

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　

△23,940

無形固定資産の
取得による支出　

△59,513

敷金保証金等への支出　 △28,805

敷金保証金等の回収によ
る収入

16,469

預り保証金の返還による
支出

△2,895

　その他 △257

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△98,942

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入金の返済に
よる支出

△113,875

配当金の支払額　 △43,608

少数株主への配当金の支
払額　

△4,413

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△161,896

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

471

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△222,153

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,771,180

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,549,026
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６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 10,239,109 992,504 11,231,613 △359,572 10,872,041

営業費用 9,868,555 910,946 10,779,501 △359,586 10,419,915

営業利益 370,553 81,558 452,112 14 452,126

経常利益 401,930 84,371 486,301 △19,087 467,214

　（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、ヤフーＢＢ関連事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（４）販売の状況

品種別売上高

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

金額
（千円）

構成比
（％）

パ
ソ
コ
ン
等
販
売
事
業

パソコン本体 2,734,193 25.1

モニター 310,291 2.9

プリンター 286,866 2.6

周辺機器 2,752,175 25.4

アクセサリー・サプライ 1,074,042 9.9

ソフト 479,823 4.4

ＯＡ機器・中古・その他 1,253,997 11.5

商品売上高計 8,891,390 81.8

ロイヤリティー他収入 125,380 1.2

技術サービス・手数料等収入 936,678 8.6

計 9,953,449 91.6

インターネット関連事業 918,592 8.4

 合計 10,872,041 100.0

　（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4,316,927千円であり、上記直営店売上高との

商品売上高合計額は13,208,317千円であります。
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