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上場会社名 株式会社ピーアンドピー 

  (コード番号：2426 ジャスダック) 

本店所在地 東京都新宿区新宿三丁目 27 番４号 
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問合せ先 執行役員経営管理本部長  白 井 智 章 
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(訂正・数値データ訂正あり)平成 22 年３月期第２四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 
 

平成 21 年 10 月 30 日に発表いたしました「平成 22 年３月期 第２四半期決算短信」の記載事項のうち、一

部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所は (下線)を付して

表示しております。 

 

 

記 

■ 1 ページ 

１. 平成 22 年３月期第２四半期の連結業績（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

(2)連結財政状態 

 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

(中略) 

21 年３月期 

百万円 

4,604 
百万円 

2,691 
％ 

56.7 
円

25,248 
銭 

31 

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

(中略) 

21 年３月期 

百万円 

4,928 

百万円 

2,901 

％ 

57.4 

円

27,365 

銭 

73 

 

■ 4 ページ 

・定性的情報・財務諸表等 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

（負債） 

 

【訂正前】 

(中略) 

流動負債は未払費用が 538,256 千円及び未払金が 55,344 千円増加し、未払法人税等が 116,753 千円減少しま

したが、差し引き 504,669 千円増加し 2,344,635 千円となりました。(以下省略) 

 

【訂正後】 

（中略） 

流動負債は買掛金が 345,611 千円、未払金 127,973 千円、未払費用が 55,910 千円等が増加し、未払法人税等

が 116,753 千円減少しましたが、差し引き 504,669 千円増加し 2,344,635 千円となりました。(以下省略) 

 

（キャッシュ・フロー） 

 

【訂正前】 

(中略) 

営業活動によるキャッシュ･フローは、税金等調整前四半期純利益の計上 104,804 千円及び売上債権の減少

424,787 千円等によりキャッシュ・フローの増加要因はあったものの、仕入れ債務増加 77,464 千円・未払金及

び未払費用の増加 434,843 千円等によるキャッシュ･フロー減少要因によって、145,769 千円の支出となりまし

た。（以下省略） 
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【訂正後】 

(中略) 

営業活動によるキャッシュ･フローは、税金等調整前四半期純利益の計上 104,804 千円及び売上債権の減少

424,787 千円よるキャッシュ・フローの増加要因はあったものの、仕入債務の減少 265,708 千円、未払金及び

未払費用の減少233,238千円等によるキャッシュ･フロー減少要因によって、145,769千円の支出となりました。

（以下省略） 

 

■ 5 ページ 

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） 

 

【訂正前】 
平成 21 年７月１日開催の取締役会における決議により、平成 21 年７月１日付で株式会社ラディアホールデ

ィングス・プレミアの完全子会社である株式会社プレミア・スタッフの発行済株式の 100％を株式会社ラディ

アホールディングス・プレミアより取得いたしました。(以下省略) 

 

【訂正後】 
平成 21 年７月１日開催の臨時取締役会における決議により、平成 21 年７月１日付でラディアホールディン

グス株式会社の連結子会社で、ラディアホールディングス・プレミア株式会社が所有する、同じくラディアホ

ールディングス株式会社の連結子会社である株式会社プレミア・スタッフの発行済株式の 100％をラディアホ

ールディングス・プレミア株式会社より取得いたしました。(以下省略) 

 

■ 6 ページ 

５．【四半期連結財務諸表】 

(1)【四半期連結貸借対照表】 

 

【訂正前】 

  (単位：千円) 

 

 

 

  

当第２四半期連結会計期間末 

（平成 21 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 21 年３月 31 日） 

（中略）    

負債の部    

流動負債    

買掛金  1,012,975 1,090,440 

未払金  240,837 185,492 

未払費用  639,417 101,161 

(中略)    

預り金  72,052 43,603 

(中略)    

流動負債合計  2,344,635 1,839,966 

（以下省略）    

 

【訂正後】 
  (単位：千円) 

 

 

 

  

当第２四半期連結会計期間末 

（平成 21 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 21 年３月 31 日） 

（中略）    

負債の部    

流動負債    

買掛金  1,436,051 1,090,440 

未払金  313,466 185,492 

未払費用  157,072 101,161 

(中略)    

預り金  58,692 43,603 

(中略)    

流動負債合計  2,344,635 1,839,966 

（以下省略） 
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■10 ページ 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

【訂正前】 
(単位：千円) 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月 01 日 

   至 平成 20 年９月 30 日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成 21 年４月 01 日 

至 平成 21 年９月 30 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

(中略)   

仕入債務の増減額(△は減少) △56,074 △77,464 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △78,603 △434,843 

（中略）   

その他 △60,513 31,779 

小計 287,560 36,525 

（中略）   

   

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,483 △145,769 

（以下省略）   

 

【訂正後】 
(単位：千円) 

 

 

 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 21 年９月 30 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

(中略)   

仕入債務の増減額(△は減少) △56,074 △265,708 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △78,603 △233,238 

（中略）   

その他 △60,513 18,418 

小計 287,560 36,525 

（中略）   

   

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,483 △145,769 

（以下省略）   

 

 

以 上 



 
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月30日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 株式会社ピーアンドピー 上場取引所 JQ 
コード番号 2426 URL http://www.pandp.net
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山室 正之
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営管理本部長 （氏名） 白井 智章 TEL 03-3359-7599
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 10,381 13.8 137 △52.5 141 △52.4 57 △62.3
21年3月期第2四半期 9,124 ― 290 ― 296 ― 151 ―

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2四半期 552.84 535.56
21年3月期第2四半期 1,455.21 1,408.03

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2四半期 5,412 2,866 51.7 27,079.71
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2四半期  2,799百万円 21年3月期  2,829百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 850.00 850.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％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  有   

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 22,800 20.9 480 △24.4 480 △25.2 200 △46.2 1,934.63



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）  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。 

(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） 

（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。 

(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．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。 

新規 1社 （社名
株式会社プレミア・スタッフ、現株式
会社ピーアンドピー・キャリア

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 105,251株 21年3月期 105,251株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,872株 21年3月期 1,872株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 103,379株 21年3月期第2四半期 104,289株



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,771,596 1,599,105 

売掛金 2,351,725 1,810,606 

有価証券 － 499,751 

商品 4,320 2,067 

前払費用 105,739 45,191 

繰延税金資産 47,481 39,727 

その他 29,408 32,246 

貸倒引当金 △6,203 △3,338 

流動資産合計 4,304,067 4,025,358 

固定資産   

有形固定資産 161,335 134,238 

無形固定資産   

のれん 270,430 178,212 

その他 142,544 142,591 

無形固定資産合計 412,974 320,803 

投資その他の資産 525,867 438,541 

固定資産合計 1,100,177 893,583 

繰延資産 7,819 9,199 

資産合計 5,412,065 4,928,141 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,436,051 1,090,440 

未払金 313,466 185,492 

未払費用 157,072 101,161 

未払法人税等 85,675 202,429 

未払消費税等 180,157 178,422 

預り金 58,692 43,603 

賞与引当金 38,217 32,512 

その他 75,302 5,903 

流動負債合計 2,344,635 1,839,966 

固定負債   

長期未払金 17,269 12,173 

退職給付引当金 2,370 2,715 

役員退職慰労引当金 180,973 171,946 

固定負債合計 200,613 186,834 

負債合計 2,545,248 2,026,800 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21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 939,000 969,720 

自己株式 △58,427 △58,427 

株主資本合計 2,800,285 2,831,005 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △812 △1,963 

評価・換算差額等合計 △812 △1,963 

少数株主持分 67,343 72,298 

純資産合計 2,866,816 2,901,340 

負債純資産合計 5,412,065 4,928,141 



(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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,124,984 10,381,581 

売上原価 7,173,901 8,429,277 

売上総利益 1,951,082 1,952,304 

販売費及び一般管理費 1,660,908 1,814,554 

営業利益 290,174 137,750 

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,704 3,761 

その他 8,856 5,625 

営業外収益合計 12,560 9,387 

営業外費用   

支払利息 1,966 3,424 

その他 3,788 2,318 

営業外費用合計 5,754 5,743 

経常利益 296,981 141,393 

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 6,303 

貸倒引当金戻入額 － 390 

特別利益合計 － 6,693 

特別損失   

前期損益修正損 － 6,803 

固定資産除却損 － 281 

事務所移転費用 － 11,027 

事業構造改善費用 － 25,169 

特別損失合計 － 43,282 

税金等調整前四半期純利益 296,981 104,804 

法人税、住民税及び事業税 123,364 69,398 

法人税等調整額 18,656 △16,792 

法人税等合計 142,020 52,606 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,199 △4,954 

四半期純利益 151,761 57,152 



【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,745,563 6,200,494 

売上原価 3,748,465 5,084,867 

売上総利益 997,097 1,115,627 

販売費及び一般管理費 788,449 1,037,386 

営業利益 208,648 78,240 

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,408 301 

その他 7,551 4,386 

営業外収益合計 9,959 4,688 

営業外費用   

支払利息 1,269 165 

その他 3,545 2,013 

営業外費用合計 4,815 2,178 

経常利益 213,793 80,750 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 390 

特別利益合計 － 390 

特別損失   

固定資産除却損 － 281 

事業構造改善費用 － 25,169 

特別損失合計 － 25,451 

税金等調整前四半期純利益 213,793 55,689 

法人税、住民税及び事業税 113,428 36,765 

法人税等調整額 △21,555 △27,572 

法人税等合計 91,873 9,193 

少数株主利益 1,898 283 

四半期純利益 120,020 46,212 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 296,981 104,804 

減価償却費 42,038 43,769 

のれん償却額 16,105 28,096 

開業費償却額 1,379 1,379 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 817 543 

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,794 5,704 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,208 △14,123 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △19,000 

受取利息及び受取配当金 △3,704 △3,761 

支払利息 1,966 3,424 

売上債権の増減額（△は増加） 171,171 424,787 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,453 △7,201 

前払費用の増減額（△は増加） － △46,088 

仕入債務の増減額（△は減少） △56,074 △265,708 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △78,603 △233,238 

前受金の増減額（△は減少） － 54,757 

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,962 △60,038 

その他 △60,513 18,418 

小計 287,560 36,525 

利息及び配当金の受取額 3,704 3,761 

利息の支払額 △1,966 △3,424 

法人税等の支払額 △156,816 △182,632 

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,483 △145,769 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △100 

子会社株式の取得による支出 － △14,897 

有形固定資産の取得による支出 △36,854 △57,652 

無形固定資産の取得による支出 △14,563 △16,778 

差入保証金の差入による支出 － △6,827 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 6,988 

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 △20,279 △5,703 

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,714 △94,970 



(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △55,441 － 

配当金の支払額 △77,871 △86,521 

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,313 △86,521 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,544 △327,260 

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 1,783,307 1,771,596 




