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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 19,461 ― 355 ― 470 ― 170 ―
20年3月期第2四半期 21,197 3.6 681 163.9 714 58.8 326 28.9

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2四半期 774.51 ―
20年3月期第2四半期 1,462.44 ―

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2四半期 14,612 7,958 53.5 35,506.09
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2四半期  7,816百万円 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 ― 350.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 43,000 1.3 1,000 △18.7 1,150 △14.2 510 △37.5 2,316.63

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.平成20年10月31日に公表しました通期連結業績予想に変更はございません。 
2.本資料に記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をした見通しであり、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3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。 
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。  

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2四半期  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2四半期  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2四半期  220,147株 20年3月期第2四半期  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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、原油価格や原材料価

格の高騰及び米国の金融市場の不安定さにより、個人消費や企業収益は悪化が懸念され、景気減速感が強まって参り

ました。

　このような環境下、パソコン業界におきましては年初来から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、消費者の関心を集めるなど、消費動向の変化が顕在化しつつ

あります。

　当社におきましては、通称「５万円パソコン」と言われる低価格パソコンの品揃えを強化いたしました。それによ

り、販売台数が増加し、関連する技術サービスや周辺機器販売等も増加するなど、いわゆる「販売台数増効果」が第

２四半期より、徐々にあらわれました。

　サービス面におきましては、技術メンテナンス・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、

夏場の雷雨など、お客様のパソコントラブルの緊急対応に努めました。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、引き続き取り組みました。

　営業面におきましては、店舗に勤務する全社員及び1年半以上勤務しているアルバイトを対象に、勤務先とは別の店

舗にて勤務する研修を採り入れ、環境の違う店舗にて勤務することで、より個人の専門能力を高め、多様化している

お客様のニーズに適切に応えられるよう取り組んで参りました。

　店舗展開では、平成20年６月に湘南台店（神奈川県）を開店、８月に株式会社ケーズホールディングスが運営して

いた北関東４店舗の小山本店（栃木県）、土浦グレートセンター、水戸店、東海店（いずれも茨城県）のフランチャ

イズ店を直営店として運営を開始、９月30日に板橋志村店（東京都）を閉店いたしました。

　この結果、当第２四半期末の店舗数は、直営店38店舗、フランチャイズ店20店舗、合計58店舗となりました。また、

８月より家電量販店がインショップ方式によるフランチャイズ展開をしております「パソコンクリニック」は、第２

四半期連結累計期間に新店を２店舗出店し、当第２四半期末の店舗数は合計16店となりました。

　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

受けた事もあり、ほぼ計画通りに推移しております。

  その他、内部統制の強化と今後の業務効率化を見込み、グループ会社とコールセンターを同一の場所に集約するた

め、10月に本社を移転いたしました。それにかかる費用を第２四半期に特別損失として43百万円計上しております。

以上の結果、第２四半期連結累計期間の売上高は、第1四半期の減少分を補うことができず、売上高194億61百万円

（前年同期比91.8％）、営業利益は３億55百万円（前年同期比52.2％）、経常利益は４億70百万円（前年同期比

65.8％）となり、四半期純利益は１億70百万円（前年同期比52.2％）となりました。なお、前年同期比増減率は参考

として記載しております。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274億38百万円と

なりました。

　中間配当につきましては、当初の計画通り1株につき350円とすることといたしました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末における総資産は146億12百万円となり、前連結会計年度末比１億16百万円の減少とな

りました。

その主な要因は、たな卸資産が４億36百万円減少したことによるものです。

　なお、純資産は79億58百万円となり、自己資本比率は53.5％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は14億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億

75百万円減少しております。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金３億円の減少、仕入債務98百万円の減少がありましたが、たな卸資

産の減少４億36百万円、未収入金の減少２億17百万円、売上債権の減少１億42百万円等により５億75百万円の増加と

なっています。

　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４億29百万円、無形固定資産の取得による

支出４億53百万円、敷金保証金等への支出３億36百万円、投資有価証券の取得による支出１億20百万円等により、12

億81百万円の減少となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額88百万円がありましたが、借入金の増加４億19百万円によ

り３億30百万円の増加となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

米国発の金融不安により、景況感は一段と厳しさを増してきており先行き不透明の環境下、パソコン業界におきま

しては、引き続き単価下落が続くものと思われます。

　一方、 「５万円パソコン（ミニノートパソコン）」を中心に低価格パソコンの販売台数増が見込まれ、それに伴っ

て関連する技術サービスや周辺機器等の販売増加、いわゆる「販売台数増効果」が得られることから、収益性につき

ましては、第２四半期の傾向にて推移する見込みです。

店舗展開といたしましては、10月に鎌ヶ谷店（千葉県）を新規開店、同月青梅店（東京都）の売り場を拡張いたし

ました。11月にはパソコン専門店として、郊外に日本最大級の店舗を足利市に開店する予定です。

子会社の株式会社イージェーワークスにおきましては、ISP事業の営業権の譲受が第３四半期以降に遅延するため、

一時的に販売管理費が増加する見込みです。

　以上により、連結業績予想が当初予想を下回る見通しとなったため、平成21年３月期の通期連結業績予想を以下の

通りに修正しました。

＜平成21年３月期　連結業績予想＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前回予想（５月13日時点） 44,700 1,240 1,350 675

今回修正 43,000 1,000 1,150 510

増減額 △1,700 △240 △200 △165

増減率 △3.8％ 　△19.4％ 　△14.8％ 　△24.4％

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．簡便な会計処理

①　定率法を採用している固定資産につきましては、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　当第２四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、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等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　経過勘定項目等に関しましては、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、前連結会計年度末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。  

２．四半期連結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。

（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きましては、従来主として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、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

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、

経常利益が8,007千円増加し、税金等調整前四半期純利益は28,358千円減少しております。
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,481,353 1,856,947 

売掛金 1,432,814 1,575,721 

たな卸資産 4,635,508 5,072,297 

繰延税金資産 175,240 182,533 

未収入金 673,570 890,985 

未収消費税等 3,766 － 

その他 309,101 292,971 

貸倒引当金 △7,685 △7,055 

流動資産合計 8,703,671 9,864,402 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,512,010 1,505,569 

減価償却累計額 △553,349 △528,904 

建物及び構築物（純額） 958,660 976,664 

工具、器具及び備品 1,197,583 1,058,963 

減価償却累計額 △758,398 △728,572 

工具、器具及び備品（純額） 439,184 330,391 

建設仮勘定 251,853 － 

その他 105,010 105,958 

減価償却累計額 △1,403 △2,217 

その他（純額） 103,607 103,741 

有形固定資産合計 1,753,305 1,410,797 

無形固定資産   

のれん 640,113 304,867 

その他 340,055 358,394 

無形固定資産合計 980,169 663,262 

投資その他の資産   

投資有価証券 326,058 216,904 

繰延税金資産 63,041 68,983 

差入保証金 1,403,039 1,376,754 

敷金 1,189,772 1,046,506 

その他 193,911 81,372 

投資その他の資産合計 3,175,823 2,790,520 

固定資産合計 5,909,298 4,864,580 

資産合計 14,612,970 14,728,982 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 2,621,591 2,719,983 

短期借入金 500,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 162,000 162,000 

未払法人税等 184,118 562,063 

商品保証引当金 73,678 108,797 

賞与引当金 87,075 76,227 

未払金 1,540,377 1,808,197 

その他 428,495 297,228 

流動負債合計 5,597,336 5,734,497 

固定負債   

長期借入金 224,000 305,000 

退職給付引当金 19,293 8,894 

役員退職慰労引当金 147,525 139,283 

長期預り保証金 666,745 671,825 

固定負債合計 1,057,564 1,125,003 

負債合計 6,654,900 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 4,507,970 4,414,514 

自己株式 △186,226 △186,226 

株主資本合計 7,811,545 7,718,090 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,012 4,263 

評価・換算差額等合計 5,012 4,263 

少数株主持分 141,511 147,127 

純資産合計 7,958,069 7,869,481 

負債純資産合計 14,612,970 14,728,982 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 19,461,959 

売上原価 14,682,232 

売上総利益 4,779,727 

販売費及び一般管理費  

販売手数料 165,433 

広告宣伝費 474,505 

役員報酬 64,334 

給料及び手当 1,251,144 

賞与 73,731 

賞与引当金繰入額 87,075 

退職給付費用 26,502 

役員退職慰労引当金繰入額 10,773 

消耗品費 155,106 

減価償却費 138,841 

不動産賃借料 783,303 

のれん償却額 80,158 

その他 1,113,306 

販売費及び一般管理費合計 4,424,217 

営業利益 355,509 

営業外収益  

受取利息 3,181 

受取配当金 1,260 

販売奨励金 36,348 

受取賃貸料 57,069 

受取手数料 16,012 

その他 61,847 

営業外収益合計 175,719 

営業外費用  

支払利息 3,502 

持分法による投資損失 1,143 

賃貸費用 55,720 

その他 364 

営業外費用合計 60,731 

経常利益 470,497 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,214 

特別利益合計 1,214 
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

特別損失  

固定資産除却損 11,557 

投資有価証券評価損 8,400 

店舗閉鎖損失 4,619 

たな卸資産評価損 36,366 

本社移転費用 43,634 

特別損失合計 104,578 

税金等調整前四半期純利益 367,133 

法人税、住民税及び事業税 177,317 

法人税等調整額 13,653 

法人税等合計 190,971 

少数株主利益 5,654 

四半期純利益 170,507 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９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 367,133 

減価償却費 172,352 

のれん償却額 80,158 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 630 

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,848 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,241 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,398 

商品保証引当金の増減額（△は減少） △35,119 

投資有価証券評価損益（△は益） 8,400 

受取利息及び受取配当金 △4,442 

本社移転費用 43,634 

店舗閉鎖損失 4,619 

支払利息 3,502 

為替差損益（△は益） △321 

持分法による投資損益（△は益） 1,143 

固定資産除却損 11,557 

売上債権の増減額（△は増加） 142,906 

たな卸資産の増減額（△は増加） 436,789 

未収入金の増減額（△は増加） 217,414 

仕入債務の増減額（△は減少） △98,392 

未払金の増減額（△は減少） △300,858 

その他の資産の増減額（△は増加） △19,873 

その他の負債の増減額（△は減少） 59,547 

その他 △9,721 

小計 1,110,551 

利息及び配当金の受取額 3,252 

利息の支払額 △3,500 

法人税等の支払額 △534,860 

営業活動によるキャッシュ・フロー 575,443 
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

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 △429,434 

有形固定資産の売却による収入 16,469 

無形固定資産の取得による支出 △453,866 

投資有価証券の取得による支出 △120,000 

投資有価証券の売却による収入 2,356 

敷金及び保証金の差入による支出 △336,083 

敷金及び保証金の回収による収入 44,066 

預り保証金の返還による支出 △5,079 

その他 △287 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,281,859 

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 1,000,000 

短期借入金の返済による支出 △500,000 

長期借入金の返済による支出 △81,000 

配当金の支払額 △77,227 

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 330,501 

現金及び現金同等物に係る換算差額 321 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,593 

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 1,481,353 
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20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 18,231,082 1,230,877 19,461,959 －　 19,461,959

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
147,563 44,022 191,586 (191,586) －　

計 18,378,645 1,274,899 19,653,545 (191,586) 19,461,959

営業費用 18,173,518 1,124,517 19,298,035 (191,586) 19,106,449

営業利益 205,127 150,382 355,509 －　 355,509

経常利益　 352,173 150,382 502,555 (32,058) 470,497

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

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加入手続きに関する代理店事業

〔所在地別セグメント情報〕

該当事項はありません。　

〔海外売上高〕

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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年９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 4,495,731 23.1

モニター 666,915 3.4

プリンター 372,979 1.9

周辺機器 5,532,619 28.4

アクセサリー・サプライ 2,134,012 11.0

ソフト 702,784 3.6

ＯＡ機器・中古・その他 1,921,998 9.9

商品売上高計 15,827,041 81.3

ロイヤリティー他収入 264,084 1.4

技術サービス・手数料等収入 2,139,955 11.0

計 18,231,082 93.7

インターネット関連事業 1,230,877 6.3

 合計 19,461,959 100.0

　（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7,976,445千円であり、上記直営店売上高との

商品売上高合計額は27,438,405千円であります。

（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  21,197,749 100.0

Ⅱ　売上原価  16,338,102 77.1

売上総利益  4,859,647 22.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  4,178,416 19.7

営業利益  681,230 3.2

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 3,189   

２．受取配当金 1,260   

３．販売奨励金　 32,618   

４. 受取手数料　 22,679   

５. 賃貸料収入　 34,229   

６. その他 17,475 111,453 0.5

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 5,724   

２．賃貸関連費用 34,114   

３．持分法による投資損失　 36,429   

４．その他 1,515 77,783 0.3

経常利益  714,900 3.4

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 2,845 2,845 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 240   

２．固定資産減損損失 15,503   

３．投資有価証券売却損　 860   

４. 投資有価証券評価損 28,800 45,405 0.2

税金等調整前中間純利益  672,340 3.2

法人税、住民税及び事業税 318,259   

法人税等調整額 15,016 333,276 1.6

少数株主利益  12,641 0.1

中間純利益  326,422 1.5
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（２）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19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益 672,340

減価償却費　 156,437

のれん償却額　 91,288

持分法による投資損失　 36,429

貸倒引当金の増加額
（△減少額）　

△2,848

賞与引当金の増加額 9,245

役員退職慰労引当金の増加
額　

4,486

退職給付引当金の増加額　 6,317

商品保証引当金の増加額
（△減少額）　

△35,516

投資有価証券売却損　 860

投資有価証券評価損　 28,800

受取利息及び受取配当金　 △4,449

支払利息　 5,724

為替差損　 293

固定資産除却損　 240

固定資産減損損失　 6,406

売上債権の減少額　 243,313

たな卸資産の減少額　 401,547

未収入金の減少額　 97,754

仕入債務の増加額（△減少
額）　

△616,627

未払金の増加額（△減少
額）　

△167,229

その他資産の減少額　 32,616

その他負債の増加額　 131,411

その他　 △1,085

小計 1,097,758

利息及び配当金の受取額　 3,051

利息の支払額　 △6,873

法人税等の支払額　 △228,753

営業活動によるキャッシュ・
フロー

865,182
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

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　

△32,733

無形固定資産の取得による
支出　

△202,770

投資有価証券の取得による
支出　

△4,000

投資有価証券の売却による
収入　

213

敷金保証金等への支出　 △71,496

敷金保証金の回収による収
入　

31,669

投資事業組合からの分配に
よる収入　

20,173

預かり保証金の返還による
支出　

△5,435

その他投資等の減少額（△
増加額）　

△257

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△264,635

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の返済による支
出　

△50,000

長期借入金の返済による支
出　

△260,125

自己株式の取得による支出
　

△19,799

配当金の支払額　 △54,742

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

△389,080

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△293

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 211,172

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中間期
末残高

1,982,353
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（３）セグメント情報

〔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19年４月１日　至　平成19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 19,379,923 1,817,826 21,197,749 －　 21,197,749

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
577,458 188,052 765,511 (765,511) －　

計 19,957,381 2,005,879 21,963,260 (765,511) 21,197,749

営業費用 19,449,319 1,832,739 21,282,058 (765,539) 20,516,519

営業利益 508,062 173,139 681,202 28 681,230

経常利益　 550,344 178,086 728,430 (13,530) 714,900

　（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通りであります。

　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

〔所在地別セグメント情報〕

該当事項はありません。

〔海外売上高〕

該当事項はありません。
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（４）販売の状況

品種別売上高

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年９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 5,217,548 24.6

モニター 645,250 3.0

プリンター 530,928 2.5

周辺機器 5,409,816 25.5

アクセサリー・サプライ 2,182,665 10.3

ソフト 905,797 4.3

ＯＡ機器・中古・その他 2,114,201 10.0

商品売上高計 17,006,208 80.2

ロイヤリティー他収入 248,122 1.2

技術サービス・手数料等収入 2,125,592 10.0

計 19,379,923 91.4

インターネット関連事業 1,817,826 8.6

 合計 21,197,749 100.0

　（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8,560,738千円であり、上記直営店売上高との

商品売上高合計額は29,758,488千円であります。
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