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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 31,541 △1.9 714 △16.9 858 △7.6 365 △21.9
20年3月期第3四半期 32,167 2.7 858 124.4 928 57.0 467 46.9

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3四半期 1,660.98 ―
20年3月期第3四半期 2,102.02 ―

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3四半期 17,842 8,071 44.4 36,002.55
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3四半期  7,925百万円 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3四半期  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3四半期  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3四半期  220,147株 20年3月期第3四半期  222,597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３四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、世界的な金融不安により

景気が減退し、雇用環境は急速に悪化してまいりました。それに伴い、国内の消費環境は収入の減少不安から節約志

向の高まりが見え、安くて品質の良い商品へと需要が変化しております。

　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単価下落が続いており、５万円以下の低価格パソコン

（ミニノートパソコン／通称：５万円パソコン）が人気となり、加えて大画面のデスクトップパソコンや高性能パソ

コンも価格下落からお買い得感が増し、人気となりました。

　当社においても、この低価格パソコンやお買い得感が増した商品の品揃えと販売を強化しました。その結果、パソ

コンの販売台数が増加し、第３四半期（10月～12月）は台数ベースで前年同期比152.8％となりました。併せて関連す

る技術サービスや周辺機器等も増加するなど、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、第３

四半期もその傾向が継続しました。

　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、

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。

　店舗展開については、第２四半期までに５店舗増加（新規開店１店舗、譲り受け４店舗）、第３四半期は10月に鎌ヶ

谷店（千葉県）を新規開店、同月に青梅店（東京都）の売場を拡張、11月には郊外型パソコン専門店としては日本最

大級（1,000坪）の足利店（栃木県）を新規開店しました。フランチャイズ店におきましては、11月に岡山本店（岡山

県、株式会社キタムラピーシーデポ運営）を新規開店しました。

 この結果、当第３四半期末のＰＣＤＥＰＯＴの店舗数は直営店40店舗、フランチャイズ店21店舗、合計61店舗となり

ました。

 加えて、家電量販店へのインショップ方式によるフランチャイズ店「パソコンクリニック」は、第３四半期に２店舗

新規出店し、当第３四半期末の店舗数は合計18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ＩＳＰ事業の営業権を譲り受け、ほぼ計画通りに推移しました。

 その他、本社を移転、グループ会社やコールセンター等、分散していた事業所を集約し、内部統制の強化と業務効率

向上に努めました。

  以上の結果、第３四半期累計期間の業績は、第３四半期（10月～12月）の売上高が、前年同期比110.1％と堅調に推

移しましたが、第１四半期の減少分を補うことができず、売上高は315億41百万円（前年同期比98.1％）、営業利益は

７億14百万円（前年同期比83.1％）、経常利益は８億58百万円（前年同期比92.4％）となり、四半期純利益は３億65

百万円（前年同期比78.1％）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435億８百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は178億42百万円となり、前連結会計年度末比31億13百万円の増加とな

りました。

　その主な要因は新店増及び季節要因等により、たな卸資産が11億21百万円、売掛金が４億58百万円、固定資産が13

億２百万円増加したことによるものです。

　なお純資産は80億71百万円となり、自己資本比率は44.4％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17億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億

18百万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、たな卸資産11億21百万円の増加、売上債権４億58百万円の増加がありまし

たが、仕入債務26億１百万円の増加により14億２百万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８億39百万円、無形固定資産の取得による

支出５億54百万円、敷金保証金等への支出４億22百万円、投資有価証券の取得による支出１億20百万円等により、18

億37百万円の減少となりました。

　財務活動のキャッシュ・フローは、配当金の支払額１億61百万円がありましたが、借入金の増加４億78百万円によ

り３億17百万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

当該四半期における業績は概ね計画どおりに推移しており、平成20年10月31日公表の平成21年3月期通期業績予想の

内容に変更はありません。

　上記予想は、本資料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、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる可能性があります。

 

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３四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　当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実施たな卸を一部省略し、第２四半期連結会

計期間末の実施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。 

⑤　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7,383千円減少し、税金等調整前四半期純利益は43,749千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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,738,729 1,856,947

売掛金 2,034,650 1,575,721

たな卸資産 6,193,904 5,072,297

繰延税金資産 153,486 182,533

未収入金 1,143,028 890,985

未収消費税等 19,798 －

その他 400,512 292,971

貸倒引当金 △8,253 △7,055

流動資産合計 11,675,857 9,864,402

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,926,775 1,505,569

減価償却累計額 △572,506 △528,904

建物及び構築物（純額） 1,354,269 976,664

工具、器具及び備品 1,288,542 1,058,963

減価償却累計額 △807,853 △728,572

工具、器具及び備品（純額） 480,688 330,391

建設仮勘定 6,615 －

その他 105,010 105,958

減価償却累計額 △1,451 △2,217

その他（純額） 103,558 103,741

有形固定資産合計 1,945,132 1,410,797

無形固定資産   

のれん 709,193 304,867

その他 325,853 358,394

無形固定資産合計 1,035,046 663,262

投資その他の資産   

投資有価証券 296,519 216,904

繰延税金資産 66,404 68,983

差入保証金 1,405,781 1,376,754

敷金 1,231,644 1,046,506

その他 186,219 81,372

投資その他の資産合計 3,186,570 2,790,520

固定資産合計 6,166,748 4,864,580

資産合計 17,842,606 14,728,982
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,321,727 2,719,983

短期借入金 600,000 －

1年内返済予定の長期借入金 162,000 162,000

未払法人税等 161,760 562,063

商品保証引当金 61,041 108,797

賞与引当金 52,739 76,227

未払金 1,941,618 1,808,197

その他 449,485 297,228

流動負債合計 8,750,372 5,734,497

固定負債   

長期借入金 183,500 305,000

退職給付引当金 19,934 8,894

役員退職慰労引当金 153,555 139,283

長期預り保証金 664,206 671,825

固定負債合計 1,021,195 1,125,003

負債合計 9,771,567 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 4,626,070 4,414,514

自己株式 △186,226 △186,226

株主資本合計 7,929,645 7,718,090

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,792 4,263

評価・換算差額等合計 △3,792 4,263

少数株主持分 145,185 147,127

純資産合計 8,071,038 7,869,481

負債純資産合計 17,842,606 14,728,982
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 31,541,338

売上原価 23,841,161

売上総利益 7,700,177

販売費及び一般管理費  

販売手数料 269,960

広告宣伝費 817,840

役員報酬 100,684

給料及び手当 1,933,149

賞与 174,619

賞与引当金繰入額 52,739

退職給付費用 35,236

役員退職慰労引当金繰入額 16,803

消耗品費 296,664

減価償却費 237,278

不動産賃借料 1,201,003

のれん償却額 143,641

その他 1,706,505

販売費及び一般管理費合計 6,986,128

営業利益 714,049

営業外収益  

受取利息 3,781

受取配当金 1,260

販売奨励金 53,392

受取賃貸料 85,604

受取手数料 22,465

その他 86,021

営業外収益合計 252,524

営業外費用  

支払利息 6,538

持分法による投資損失 15,850

賃貸費用 79,980

その他 5,705

営業外費用合計 108,074

経常利益 858,500
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

特別損失  

固定資産除却損 14,289

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 107,310

税金等調整前四半期純利益 751,190

法人税、住民税及び事業税 331,512

法人税等調整額 44,689

法人税等合計 376,202

少数株主利益 9,328

四半期純利益 365,658
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 751,190

減価償却費 290,133

のれん償却額 143,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,198

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,487

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,271

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,039

商品保証引当金の増減額（△は減少） △47,756

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 △5,041

本社移転費用 43,634

店舗閉鎖損失 4,619

支払利息 6,538

為替差損益（△は益） 841

持分法による投資損益（△は益） 15,850

固定資産除却損 14,289

売上債権の増減額（△は増加） △458,928

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,121,607

未収入金の増減額（△は増加） △252,043

仕入債務の増減額（△は減少） 2,601,743

未払金の増減額（△は減少） 234,473

その他の資産の増減額（△は増加） △149,461

その他の負債の増減額（△は減少） 72,286

その他 △21,584

小計 2,134,239

利息及び配当金の受取額 3,257

利息の支払額 △6,911

法人税等の支払額 △727,971

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,402,613
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △839,492

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 △554,820

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 △422,958

敷金及び保証金の回収による収入 90,488

預り保証金の返還による支出 △7,619

その他 △1,865

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,837,441

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 2,300,000

短期借入金の返済による支出 △1,700,000

長期借入金の返済による支出 △121,500

配当金の支払額 △149,777

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 317,451

現金及び現金同等物に係る換算差額 △841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,218

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 1,738,729
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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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12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 29,669,326 1,872,012 31,541,338 －　 31,541,338

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
210,112 68,779 278,892 (278,892) －　

計 29,879,439 1,940,792 31,820,231 (278,892) 31,541,338

営業費用 29,363,094 1,743,087 31,106,181 (278,892) 30,827,289

営業利益 516,345 197,704 714,049 －　 714,049

経常利益　 692,527 198,030 890,558 (32,058) 858,500

　（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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（６）販売の状況

品種別売上高

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

金額
（千円）

構成比
（％）

パ
ソ
コ
ン
等
販
売
事
業

パソコン本体 7,398,672 23.5

モニター 1,151,067 3.6

プリンター 739,295 2.3

周辺機器 9,055,881 28.7

アクセサリー・サプライ 3,550,248 11.3

ソフト 1,135,684 3.6

ＯＡ機器・中古・その他 2,960,259 9.4

商品売上高計 25,991,109 82.4

ロイヤリティー他収入 410,149 1.3

技術サービス・手数料等収入 3,268,067 10.4

計 29,669,326 94.1

インターネット関連事業 1,872,012 5.9

 合計 31,541,338 100.0

　（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11,966,920千円であり、上記直営店売上高と

の商品売上高合計額は43,508,259千円であります。

（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等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 32,167,892

Ⅱ　売上原価 24,926,668

売上総利益 7,241,224

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,382,374

営業利益 858,849

Ⅳ　営業外収益 193,184

１　受取利息 3,888

２　受取配当金 1,260

３　販売奨励金 42,122

４　賃貸料収入 62,690

５　受取手数料 28,929

６　その他 54,293

Ⅴ　営業外費用 123,149

１　支払利息 7,992

２　支払手数料 1,137

３　賃貸関連費用 58,373

４　持分法による投資損失 46,942

５　その他 8,704

経常利益 928,884

Ⅵ　特別利益 56,869

１　貸倒引当金戻入益 1,894

２　投資有価証券売却益 54,974

Ⅶ　特別損失 45,405

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　有価証券評価損 28,800

税金等調整前四半期
（当期）純利益

940,348

法人税、住民税及び事業税 447,376

法人税等調整額 7,429

少数株主利益　 17,638

四半期（当期）純利益 467,903
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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３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 940,348

減価償却費 243,192

のれん償却額 141,467

持分法による投資損失（△投資利益） 46,942

貸倒引当金の増加額（△減少額） △1,553

賞与引当金の増加額（△減少額） △23,022

商品保証引当金の増加額（△減少額） △35,516

投資有価証券売却益 △54,974

投資有価証券売却損 860

投資有価証券評価損 28,800

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 9,229

退職給付引当金の増加額（△減少額） 6,604

受取利息及び受取配当金 △5,149

支払利息 7,992

為替差損益（△差益） 410

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（△増加額） △24,605

たな卸資産の減少額（△増加額） △1,281,662

未収入金の減少額（△増加額） △360,077

仕入債務の増加額（△減少額） 1,162,047

未払金の増加額（△減少額） 378,563

その他資産の減少額（△増加額） △30,352

その他負債の増加額（△減少額） 34,367

その他 14,695

小計 1,205,254

利息及び配当金の受取額 3,051

利息の支払額 △9,023

法人税等の支払額 △438,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 760,919
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前年同四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

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 △89,611

無形固定資産の取得による支出 △303,638

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  150,503

敷金保証金等への支出 △183,429

敷金保証金等の回収による収入 46,444

投資事業組合からの分配による収入 20,173

預り保証金の返還による支出 △7,975

その他 △1,834

投資活動によるキャッシュ・フロー △373,368

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 △333,625

自己株式の取得による支出 △118,222

配当金の支払額 △106,719

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 △612,980

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △410

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △225,839

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 1,545,341
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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〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12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 30,372,997 2,653,315 33,026,313 △858,421 32,167,892

営業費用 29,779,436 2,388,055 32,167,491 △858,449 31,309,042

営業利益 593,561 265,260 858,821 28 858,849

経常利益　 671,827 267,434 939,261 △10,377 928,884

　（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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31日）

金額
（千円）

構成比
（％）

パ
ソ
コ
ン
等
販
売
事
業

パソコン本体 7,783,494 24.2

モニター 986,028 3.1

プリンター 917,009 2.8

周辺機器 8,349,237 26.0

アクセサリー・サプライ 3,512,075 10.9

ソフト 1,391,161 4.3

ＯＡ機器・中古・その他 3,269,812 10.2

商品売上高計 26,208,818 81.5

ロイヤリティー他収入 380,190 1.2

技術サービス・手数料等収入 3,130,029 9.7

計 29,719,039 92.4

インターネット関連事業 2,448,852 7.6

 合計 32,167,892 100.0

　（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13,483,230千円であり、上記直営店売上高と

の商品売上高合計額は45,651,123千円であります。
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