
 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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 ： 有 
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１．平成22年３月期第１四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年６月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

22年３月期第１四半期 4,180 △4.5 59 △27.0 60 △27.1 10 △65.5

21年３月期第１四半期 4,379 ─ 81 ─ 83 ─ 31 ─

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

22年３月期第１四半期 105 82 102 56
21年３月期第１四半期 302 60 292 84

 (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

22年３月期第１四半期 4,687 2,820 58.8 26,633 08

21年３月期 4,928 2,901 57.4 27,365 73

(参考) 自己資本 22年３月期第１四半期 2,753百万円 21年３月期 2,829百万円

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

21年３月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 850 00 850 00

22年３月期 ─ ─

22年３月期(予想) 0 00 ─ ─ 900 00 900 00

３．平成22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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 11,000 20.5 310 6.8 310 4.4 161 6.1 1,557 38

通期 25,000 32.6 680 7.1 680 5.9 353 △5.3 3,414 62
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(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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

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。業績予想の前提

となる条件等については４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

ご覧下さい。 

  

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) ： 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、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 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

22年３月期第１四半期 105,251株 21年３月期 105,251株

22年３月期第１四半期 1,872株 21年３月期 1,872株

22年３月期第１四半期 103,379株 21年３月期第１四半期 104,895株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国の経済状況は、米

国に端を発する世界的金融危機によって、昨年より深刻な景気後退局面が続く中、実体経済は厳しい状況

で推移しました。企業収益の減少は雇用情勢の悪化や一般消費の縮小につながり、「100年に一度」と言

われる経済危機の対策として、日本政府による定額給付金の配布や、経済危機対策補正予算案が可決され

る等の策が講じられました。 

このような状況の中、当社の主要マーケットである移動体通信業界及び家電業界では、商材によりその

販売状況が大きく分かれる形となりました。移動体通信分野においては、移動電話の国内出荷台数が

4,617千台*1（平成21年４月１日～平成21年５月31日）と前年同期比において67.9％*1と大きく落ち込んで

いるものの、各通信事業社で推進しているＦＭＣ*2におけるサービスの複合化、顧客獲得競争の激化は一

層強まりを見せています。また家電業界においては、エコポイント制度の導入により、薄型テレビの販売

台数は大きく伸び、平成21年６月度で前年同月比140.5％*3と大きく需要が拡大した他、冷蔵庫・エアコン

における消費者の購買意欲も徐々に戻りつつあります。家電量販店などの店頭においては、新たに導入さ

れたエコポイント制度に対する説明ニーズが急速に拡大しております。 

ストア事業においては、食料品関連企業からの販売促進に対するニーズは、より「全国一括」で「統一

したサービス」を求められる事が多くなる一方、大手ＧＭＳ、スーパーにおいて業績の悪化・生鮮食品技

術者の抵触日などの要因によって、ニーズの縮小傾向が強くなっております。 

人材サービス分野においては、一般事務派遣のニーズが昨年より変わらず縮小傾向にあるものの、新た

に進出をしたメディカル分野では、平成21年６月１日の薬事法改正を受け、薬剤師・登録販売者の派遣ニ

ーズが、従来の調剤薬局・ドラッグストアだけでなく、スーパーや家電量販店などの異業種分野にまで拡

大してきております。 

このような環境のもと当社は当期（平成21年４月１日～平成22年３月31日）を、「品格と高付加価値の

創造」という理念を行動に移す年と捉え、営業企画部を新設し、各顧客へ付加価値の高いサービス提供の

ための提案営業の強化、新たな顧客獲得のための新規開拓営業の強化に取組みました。 

売上面においては、経済情勢の影響を大きく受けたＧＭＳ・スーパーマーケットでの技術者派遣及びレ

ジ派遣・請負のニーズの縮小、一般事務派遣の人材需要の縮小等の影響を受け、当第１四半期連結累計期

間の連結売上高は4,180,903千円（前年同四半期比4.5％減）となりました。 

利益面においては、昨年から続くクライアントの業績悪化による販促費の削減により、利益率の高い一

部のキャンペーン案件が縮小したことにより、売上総利益率を圧迫したものの、採用費削減などの積極的

な販管費削減対策を実施した結果、前年同四半期比95,310千円の削減ができました。しかしながら、売上

の減収、売上総利益の悪化をカバーするには至らず、当第１四半期連結累計期間の連結営業利益は59,509

千円（前年同四半期比27.0％減）、連結経常利益は60,643千円（前年同四半期比27.1％減）、連結四半期

純利益は10,939千円（前年同四半期比65.5％減）となりました。 

  
(注) *1：出典：（社）電子情報技術産業協会「2009年５月 移動電話国内出荷台数実績 月次推移」 

*2：ＦＭＣとは、Fixed Mobile Convergence の略で、固定通信とモバイル通信を融合した通信サービスのこと 

*3：出典：㈱ＢＣＮ 市場動向分析 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は4,687,161千円（前連結会計年度末比4.9％減）となりました。

流動資産は売上高の減少に伴い売掛金が226,966千円減少したこと等により244,467千円減少し3,780,890

千円となりました。また、固定資産は、有形固定資産が28,750千円増加したものの、のれん償却などによ

り無形固定資産が9,234千円減少したほか、連結子会社の事務所統合による差入保証金の減少などにより

投資その他の資産が15,338千円減少した結果、差し引き4,177千円増加し897,761千円となりました。ま

た、繰延資産は償却による減少689千円により8,509千円となりました。 

・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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は1,866,800千円（前連結会計年度末比7.9％減）となりました。流

動負債は、未払法人税等が164,005千円減少したこと等により166,071千円減少し1,673,894千円となりま

した。また、固定負債は、長期未払金が5,530千円増加したこと等により6,071千円増加し192,906千円と

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2,820,361千円（前連結会計年度末比2.8％減）となりました。

利益剰余金は、四半期純利益の計上10,939千円及び剰余金の配当87,872千円により差し引き76,932千円減

少し892,788千円となりました。また、少数株主持分は、連結子会社が損失を計上したことにより5,238千

円減少し67,059千円となりました。 

（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11,664千円減少し

2,087,192千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払193,075千円があっ

たものの、税金等調整前四半期純利益の計上49,115千円及び売上債権の減少225,229千円等により95,553

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、有形固定資産の取得による支出

40,245千円、無形固定資産の取得による支出10,879千円、及び差入保証金の回収による収入22,166千円等

により差し引き32,299千円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の

支払の74,918千円の支出となりました。 

  

当期の業績予想につきましては、平成21年７月１日に子会社化いたしました株式会社プレミア・スタッ

フ（以下「プレミア・スタッフ社」という）が連結対象となりましたため、第２四半期及び通期の業績予

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。 

売上高に関しましては、プレミア・スタッフ社の平成21年７月１日からの業績の純増が寄与しておりま

すが、営業利益・経常利益・当期純利益に関しましては、第１四半期において、利益率の高いキャンペー

ン案件の縮小により、当社及びグループ各社の利益率が予想以上に低く推移したこと、また、プレミア・

スタッフ社は今期において、当社とのシナジー効果を早期に発揮するために、システム投資、拠点統合及

び移転を予定しており、一時的に販管費がかさむことを考慮し、第２四半期及び通期の利益については据

え置くことといたしました。 

なお、今後はグループ全体の管理業務の効率化等により、販管費の低減に努めるほか、利益率の高いキ

ャンペーン案件の獲得、ＳＰＯサービスの提案営業による全国一括受注案件の獲得など利益率の改善に注

力してまいります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理) 

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の相殺消去 

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。 

  

該当事項はありません。 

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)

(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

(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

㈱ピーアンドピー(2426)　平成22年３月期第１四半期決算短信
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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１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,087,192 1,599,105 

売掛金 1,583,640 1,810,606 

有価証券 － 499,751 

商品 3,033 2,067 

前払費用 52,368 45,191 

繰延税金資産 23,086 39,727 

その他 34,508 32,246 

貸倒引当金 △2,938 △3,338 

流動資産合計 3,780,890 4,025,358 

固定資産   

有形固定資産 162,988 134,238 

無形固定資産   

のれん 167,172 178,212 

その他 144,396 142,591 

無形固定資産合計 311,569 320,803 

投資その他の資産 423,203 438,541 

固定資産合計 897,761 893,583 

繰延資産 8,509 9,199 

資産合計 4,687,161 4,928,141 

負債の部   

流動負債   

買掛金 982,898 1,090,440 

未払金 282,012 185,492 

未払費用 139,188 101,161 

未払法人税等 38,423 202,429 

未払消費税等 172,406 178,422 

預り金 54,579 43,603 

賞与引当金 － 32,512 

その他 4,384 5,903 

流動負債合計 1,673,894 1,839,966 

固定負債   

長期未払金 17,703 12,173 

退職給付引当金 2,316 2,715 

役員退職慰労引当金 172,886 171,946 

固定負債合計 192,906 186,834 

負債合計 1,866,800 2,026,800 

㈱ピーアンドピー(2426)　平成22年３月期第１四半期決算短信

6



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21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 892,788 969,720 

自己株式 △58,427 △58,427 

株主資本合計 2,754,073 2,831,005 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △771 △1,963 

評価・換算差額等合計 △771 △1,963 

少数株主持分 67,059 72,298 

純資産合計 2,820,361 2,901,340 

負債純資産合計 4,687,161 4,928,141 
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,379,420 4,180,903 

売上原価 3,425,435 3,344,245 

売上総利益 953,984 836,657 

販売費及び一般管理費 872,458 777,147 

営業利益 81,526 59,509 

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,295 3,460 

その他 1,305 1,238 

営業外収益合計 2,601 4,698 

営業外費用   

支払利息 696 3,259 

その他 242 305 

営業外費用合計 938 3,564 

経常利益 83,188 60,643 

特別損失   

前期損益修正損 － 500 

事務所移転費用 － 11,027 

特別損失合計 － 11,528 

税金等調整前四半期純利益 83,188 49,115 

法人税、住民税及び事業税 9,935 32,633 

法人税等調整額 40,211 10,780 

法人税等合計 50,146 43,413 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,300 △5,238 

四半期純利益 31,740 10,939 
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 49,115 

減価償却費 19,351 17,347 

のれん償却額 5,111 11,040 

開業費償却額 689 689 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 972 468 

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,552 △32,512 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,138 940 

受取利息及び受取配当金 △1,295 △3,460 

支払利息 696 3,259 

売上債権の増減額（△は増加） 136,205 225,229 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,561 △4,946 

仕入債務の増減額（△は減少） △33,459 △107,541 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 21,635 118,742 

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,339 △6,015 

その他 △27,438 16,071 

小計 185,021 288,427 

利息及び配当金の受取額 1,295 3,460 

利息の支払額 △696 △3,259 

法人税等の支払額 △163,569 △193,075 

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,050 95,553 

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 △40,245 

無形固定資産の取得による支出 △1,178 △10,879 

投資有価証券の取得による支出 － △59 

差入保証金の差入による支出 － 22,166 

子会社株式の取得による支出 △181,016 － 

その他 △28,372 △3,280 

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,876 △32,299 

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 △74,918 

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,483 △74,918 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △291,309 △11,664 

現金及び現金同等物の期首残高 2,036,852 2,098,856 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,745,543 2,087,192 
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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