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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 44,740 4.3 1,226 △2.7 1,306 △8.6 676 △1.1
21年3月期 42,899 1.1 1,259 2.5 1,428 6.6 684 △16.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 3,107.98 ― 8.1 7.7 2.7
21年3月期 3,108.18 ― 8.6 9.3 2.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △19百万円 21年3月期  △40百万円

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 17,954 8,738 47.7 40,514.17
21年3月期 15,873 8,392 51.9 37,439.99

（参考） 自己資本   22年3月期  8,570百万円 21年3月期  8,242百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 182 △1,561 1,330 1,753
21年3月期 1,846 △2,646 746 1,802

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 350.00 ― 350.00 700.00 154 22.5 1.9
22年3月期 ― 350.00 ― 350.00 700.00 151 22.5 1.8
23年3月期 

（予想） ― 350.00 ― 350.00 700.00 18.1

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

21,860 7.7 640 17.9 650 11.6 225 △29.1 1,063.65

通期 46,800 4.6 1,740 41.9 1,750 34.0 820 21.2 3,876.41

－ 1 －



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、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社ピーシーデポ九州 ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 225,020株 21年3月期 225,020株
② 期末自己株式数 22年3月期  13,484株 21年3月期  4,873株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 40,182 △1.1 817 △18.1 991 △19.9 546 △9.3
21年3月期 40,620 1.3 997 11.7 1,237 16.7 602 △12.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 2,509.20 ―
21年3月期 2,737.91 ―

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 15,771 7,168 45.5 33,888.63
21年3月期 13,519 6,971 51.6 31,665.93

（参考） 自己資本 22年3月期  7,168百万円 21年3月期  6,971百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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３～４ページをご覧ください。 

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 
累計期間

19,360 5.0 426 23.0 500 16.1 165 △36.7 780.01

通期 41,500 3.3 1,280 56.6 1,400 41.2 660 20.8 3,120.04

－ 2 －



(1)経営成績に関する分析 

 当連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）におけるわが国の経済は、政府の経済政策の効果などを

背景に、景気は着実に持ち直してきております。しかしながら失業率は依然として高い水準にあり、消費者の生活防

衛意識や節約志向は高く、消費環境は引き続き厳しい環境が続きました。 

 このような環境下、当業界においては、10月に新OS「Windows７」が発売され、平成22年１月には新CPU搭載パソコ

ンが発売され、パソコンの出荷台数は前年を上回るなど、その効果は一定量みられたものの、５月より開始された政

府の経済政策である「エコポイント制度」は、パソコン関連商品が対象外であり、当社においては、相対的にマイナ

ス効果となっております。第３四半期は、エコポイント制度の逆風から家電量販店との顧客獲得競争により、粗利の

低下など競争が激しくなりました。第４四半期は、エコポイント制度の一部、変更に伴う駆け込み需要等により家電

量販店においてテレビ等の販売が進み、パソコン総合専門店の当社は厳しい状況が続きました。 

 サービス面においては、第１四半期に販売を開始したMVNO（Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信

事業者）によるパソコン用データ通信のサービスやご自宅のパソコンをワイヤレス環境に設定するサービスを追加し

た商品の販売を開始し、お客様から好評をいただきました。11月には通称「ブラックアウト」と呼ばれる新種ウイル

スが発生し、12月から年明けにかけ企業サイト等が「ガンブラー」の攻撃を受け、企業サイト等を介して個人がそれ

らを閲覧しウイルスに感染するなどパソコン・インターネットの安全性が低下したことから、当社は、無料診断等の

技術サービスの強化を図ることでお客様のパソコンの安全性向上に努めました。 

 その結果、サービス販売は順調に推移し、サービス売上高は前年同期比145.7％となりました。また、月額会員制

保守サービス型商品（プレミアムサービス）の当連結会計年度末の会員数は、約132,000人と当初の見込みよりも増

加しました。 

以上より、サービス売上高は順調に増加しましたが、第３四半期以降のパソコン販売等の競争激化による物販粗利

の減少により、当連結会計年度の売上総利益は、105.2％となりました。 

 店舗展開につきましては、当連結会計年度における直営店の新規出店は５～６店舗を計画しておりましたが、５月

に狭山本店（埼玉県）、８月に稲城若葉台店（東京都）、12月に神栖店（茨城県）、３月に幕張インター店（千葉

県）を開店、それに伴い、メルクス新習志野店（千葉県）を２月に閉店しました。また、７月１日より連結子会社と

なりました株式会社ピーシーデポ九州（旧：ピーシーデポマックス、フランチャイズ先かつ持分法適用関連会社）は

４店舗を継続して運営しております。この結果、当連結会計年度末の店舗数は直営43店舗、子会社４店舗、フランチ

ャイズ17店舗、合計64店舗となりました。家電量販店がインショップ方式によりフランチャイズ展開をしている「パ

ソコンクリニック」は今期４店舗開店、８月に１店舗閉店し、当連結会計年度末の店舗数は、24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、株式会社イージェーワークスが平成20年７月以降４社からISP事業の営

業権を譲り受けたことによりプロバイダー会員が増加し、今期の業績は堅調に推移しました。 

 以上の結果、当社グループ売上高は447億40百万円（前年比4.3％増）、営業利益は12億26百万円（同2.7％減）、

経常利益は13億６百万円（同8.6％減）、当期純利益は６億76百万円（同1.1％減）となりました。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、565億75百万円となりました。 

(2）次期の見通し  

 次期の日本経済は、新興国経済の底堅さ、加えて政府の緊急経済対策の効果などを背景に、景気の持ち直しが期待

されます。一方、雇用情勢の低迷やデフレ懸念等から、個人消費の本格的な回復は難しいものと思われます。 

 また、パソコン専門店業界においては、平成21年５月に開始された政府の「エコポイント制度」が平成22年12月ま

で継続することとなっており、同制度の取り扱い商品が極めて少ない当業界は、家電量販店との顧客獲得競争におい

て、非常に厳しい状況が続くものと考えられます。当社においても、想定以上にエコポイント制度継続による逆風の

影響を受ける可能性があります。 

 パソコンを取り巻く環境は、デジタル家電や携帯電話と融合した商品の増加、それらデジタル商品のインターネッ

ト化やネットワーク化が進むなど、日進月歩で変化をしており、今後も３Ｄのパソコン関連商品やパソコン機能を有

したスマートフォン等の発売が見込まれます。 

 このような環境の変化に対応するため、当社では、取扱商品、関連した技術サービス並びに月額会員制保守サービ

ス型商品（プレミアムサービス）において、ワンストップでお客様に提供できるよう、商品・サービス面において強

化・拡大をしてまいります。 

 そうした考えの下、店舗においては、大型店にテレビを販売するコーナーを６月にテスト開設する予定です。今

後、３Ｄやパソコン等との関連性ある使用方法などお客様のニーズに合った提案型ソリューション販売に発展させ、

順次、店舗数を拡大し展開する予定です。 

 店舗運営におきましては、お客様からのさまざまな要望にお応えしている「パソコンクリニック」においては、お

預かりした商品のお渡し間違えや作業間違えが起こらないよう、業務監査等の安全管理を強化してまいります。ま

た、店舗内・外における事故や災害に素早い対応がとれるよう、サイバーシェリフセンター（店舗危機管理室）に

１．経営成績
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て、全国の店舗の「店舗巡回（ブロードバンドを利用した店内カメラによる目視パトロール）」を強化し、店舗運営

における安全性向上に努めてまいります。 

 店舗展開におきましては、「PC DEPOT」は大型店を中心に新規に５店舗の出店を計画しており、関東圏における店

舗網のドミナント化を進め、不採算店のスクラップを行ってまいります。また、現在、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いる「パソコンクリニック」は、現在の「フランチャイズ方式」に加え、家庭内

インターネット環境の充実、ホームネットワーク化等の需要増等に対して当社にて機動的に対応がとれるよう、「直

営方式」のテスト店舗を開店し、本格稼働を目指し、より多くのパソコン・インターネットユーザーの「困った」を

解決できる店舗網の拡大を目指します。 

 また、2010年６月より、物流センターを開設し、当社が直営出店をしている関東圏の店舗において、効率改善を図

ってまいります。 

  当社は、地域の皆様が「年齢・性別・所得・教育・居住地域」等により発生する情報社会における格差（デジタ

ルデバイド）を店舗を通して解消、それを店舗を通じて実現することが使命であるとCSRの基本方針を定めました。

そうした考えの下、お客様がどこで購入したパソコンでも「無料で診断」を実施、また今後はテレビを中心にした家

庭内ネットワークの安全性向上に努めるなど、CSRの視点にたった経営を推進いたします。 

 インターネット関連事業におきましては、中小のISP事業の営業権を譲り受けることで事業規模の拡大を図ってま

いります。 

 通期の見通しにつきましては、売上高468億円（前年比4.6％増）、営業利益17億40百万円（同41.9％増）、経常利

益17億50百万円（同34.0％増）、当期純利益８億20百万円（同21.2％増）を見込んでおります。 

上記に記載した予想数値は、現時点で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、上記予想数値と異なる場合があります。 

(3）財政状態に関する分析 

①当年度の概況 

 当連結会計年度末の総資産は179億54百万円であり、前年度末に比べ20億80百万円増加いたしました。総負債は

92億16百万円であり前年に比べて17億34百万円増加いたしました。また、正味運転資本（流動資産から流動負債を

控除した金額）は40億38百万円であり、財務の健全性は保たれております。 

 当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は16億59百万円で、主たる投資は、狭山本店・稲城若

葉台店、神栖店及び幕張インター店の新設設備投資に伴うものであります。これらの資金は自己資金と借入金でま

かなっております。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は17億53百万円と前年度末に比べ48百万円減少（前年

度は54百万円の減少）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６億14百万円、たな卸資産の増加額５億64百万円、があ

りましたが税金等調整前当期純利益12億65百万円、減価償却費５億12百万円により１億82百万円増加（前年度は18

億46百万円の増加）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出14億３百万円、敷金保証金等への支出２億75

百万円により15億61百万円減少（前年度は26億46百万円の減少）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出２億25百万円、配当金の支払１億54百万円が

ありましたが、借入金の増加17億14百万円により13億30百万円の増加（前年度は７億46百万円の増加）となりまし

た。  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 各指標の算出方法は次のとおりであります。 

  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   平成18年３月期  平成19年３月期  平成20年３月期  平成21年３月期  平成22年３月期

 自己資本比率 (%)  44.6  47.1  52.4  51.9  47.7

 時価ベースの自己資本比率 (%)  121.5  54.6  30.2  20.8  29.7

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)  0.7  －  0.6  0.7  18.7

 インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  122.3  －  77.4  176.5  4.7
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（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

   ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

   ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。 

５．平成19年３月期につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー

対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。 

(4）利益配分の方針  

 当社は、株主様に対する適正な利益還元を重要な経営課題の一つと認識しております。配当による利益還元につき

ましては財務体質の強化と内部留保の充実を考慮し、店舗展開を主たる事業拡大要因として総合的に勘案した上で、

連結配当性向20％程度を目安に長期にわたり安定した配当による利益還元を継続していくことを基本方針としており

ます。 

 剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の２回行うことを基本方針としております。これらの配当は、

法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議に基づき行います。また、機動的な資本政策及び株主に対する利

益還元の一方法として、自己株式の取得等も適宜、検討する予定です。 

 上記方針に基づき、当期末の剰余金の配当につきましては、当初予定通り350円とさせていただく予定です。この

結果、当中間配当の１株当たり350円とあわせまして、年間では700円を予定しております。 

 当事業年度においては、取締役会決議に基づく自己株式の市場買付けにより、当社普通株式3,611株の自己株式の

取得を実施しました。  

 次期の剰余金の配当につきましては、今後の事業拡大に備え、内部留保の充実を図る必要があることを勘案し、中

間350円、期末350円、年間700円とさせていただく予定ですが、業績の変動により配当性向及び配当金額等が変動す

る可能性がございます。 

 内部留保につきましては、財務体質の強化と新規出店・既存店舗のリニューアルや大型店化への戦略投資に充当

し、業績の一層向上に努めてまいります。  

（5）事業等のリスク 

以下において、当社グループの経営成績、株価及び財政状況に影響を及ぼすリスク要因について主なものを掲載し

ております。また、当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、あ

るいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点か

ら記載しております。当社はこれらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び万が一、発生した場合に

は迅速かつ適切な対応に努め、事業活動に支障をきたさないよう努力してまいります。 

なお、文中における将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判断したものであります。 

①業績について 

Ⅰ.パソコン販売について 

当社の主力商品であるパソコンは、世帯普及率が80％を超え、「買い替え」・「買い増し」による販売増が見

込まれます。しかしながら、パソコンの平均単価の大幅な下落が続く場合、大幅な業績の下落や売れ筋商品の急

激な変化など、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

Ⅱ.競合について 

当社の主要事業は、パソコン総合専門店の運営であり、店舗の大型化によるパソコン等関連商品の品揃えと技

術メンテナンス・サポートの提供により、家電量販店と差別化を行っております。また、家電量販店に接近して

出店することにより相乗効果から集客増が見込まれます。しかし、パソコン本体の販売では、競合他社が大幅な

低価格販売を行った場合には、単価下落による本体販売の収益性が低下すると考えられます。 

Ⅲ.月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）について 

当社は、メンテンナスやネットワーク等の設定など、継続したサービスの提供をご希望されるお客様に対し、

月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）を提供しております。より安全に安心してパソコン・イ

ンターネットをご利用いただけるようサービスの拡大・質の維持を心掛けておりますが、万が一、本サービスの

会員流出が急激に増加した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

Ⅳ.子会社の業績について  

当社の子会社のうち１社は、インターネットプロバイダー事業を主としております。万が一、プロバイダーの

会員流出が急激に増加した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。  
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Ⅴ.売掛金の貸倒れについて 

当社は、月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）の一部において、会員様に機材を貸与してお

ります。またMVNO事業では、情報端末の割賦販売をしております。こうしたサービス商品の販売に伴い、売掛金

が増加するため、債権管理の強化により、その増加を警戒しておりますが、当社の想定以上に貸倒れが増加し、

その回収が不可能となった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

Ⅵ.フランチャイズ債権の貸倒れについて 

当社は、フランチャイズ契約により、フランチャイズ店の仕入債務を未収入金（債権）、フランチャイズ店の

カード決済代金を預り金（債務）として処理を行っております。これを相殺処理することにより、一部貸倒をヘ

ッジしておりますが、フランチャイズ店の経営母体が倒産した場合には、差額分の全額又は一部が回収出来ない

可能性があります。 

Ⅶ.自社ブランド商品について 

当社のプライベートブランド「OZZIO」は当社の独自ブランドです。製造元が開発、製造した商品を当社ブラ

ンドに変更する「独占ブランド方式」を採用し、製造責任、アフター責任は製造側にありますが、万が一、事故

等が発生した場合、販売責任以上の損害賠償責任を負う可能性があります。 

Ⅷ.エコポイント制度継続について 

平成21年５月より開始された政府の「エコポイント制度」が平成22年12月まで継続されることが決定しまし

た。当社は同制度の取扱商品が極めて少なく、来店客数が減少する可能性があります。それに伴い、来店促進策

の強化につき検討・推進をいたしますが、想定以上に来店客数が減少する場合、また、同制度に類似するような

政府の経済政策あるいは雇用等の諸制度の新設・内容変更等により、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

②出店について 

Ⅰ.新規出店について 

 当社の業績は、新規出店と密接な関係があります。出店計画に変更、延期等が発生した場合、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

 また、フランチャイズ店の出店に関しても同様に、出店計画に変更、延期等が発生した場合、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

Ⅱ.閉店について 

 当社は市場競合状況が厳しくなり、店舗の収益性が悪化した場合は、早期閉店により可能な限り全体への影響

が軽微となるよう努めておりますが、閉店に伴う損失及び代替店の出店が遅延したことによる損失から、業績に

影響を与える可能性があります。 

Ⅲ.店舗の賃貸について 

 当社店舗は、建物賃貸借契約を中心としております。よって、賃貸人が倒産した場合には、保証金、敷金の全

額又は一部を回収できなくなる可能性があります。    

Ⅳ.フランチャイズ店の出店エリア割りについて 

 当社は、フランチャイズ店の出店地域への新規出店ができない場合があります。 

③事業体制について 

Ⅰ.代表者への依存について 

 当社の代表取締役社長野島隆久は、当社グループの創業者であり、創業以来の 高経営責任者であります。同

氏は、家電量販店を中心とした小売業に関する豊富な経験と知識を有しており、経営方針や事業戦略の決定及び

その遂行において極めて重要な役割を果たしております。当社グループでは、取締役会や常務会・経営会議等に

おける役員及び幹部社員の情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めて

おりますが、何らかの理由により同氏が当社グループの業務を継続することが困難となった場合、当社グループ

の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

Ⅱ.人的資源について 

 当社グループは、今後の更なる業容拡大及び業務内容の多様化に対応するため、販売員や技術スタッフ、店舗

開発、サービス商品の企画・販売、管理部門等、グループ内各部門において一層の人員増強が必要になると考え

られます。しかしながら、新卒採用をはじめ、外部からの人材登用等及び人材育成が計画通りに進まず、適正な

人材配置が困難となることにより、競争力の低下や一層の業容拡大の制約要因となる場合には、当社グループ事

業及び業績に影響を与える可能性があります。 
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Ⅲ.パソコン以外のインターネットにつながる情報端末の増加について 

 新OS「Windows７」が発売され、「買い替え」・「買い増し」需要等により国内パソコンの出荷台数は、増加

しております。しかしながら若年層を中心に携帯電話によるインターネットの利用者の増加、加えてテレビやス

マートフォンなど、インターネットにつながる端末の増加により、パソコンの販売台数が減少する可能性があ

り、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

Ⅳ.技術メンテナンス・サポートを提供する上で使用するソフトウェアについて 

 当社グループは、パソコン・インターネット・データの安全性向上に努めており、「パソコンクリニック」に

おいて技術メンテナンス・サポートを提供する際、使用しているソフトウェアや「月額会員制保守サービス型商

品（プレミアムサービス）」にて提供しているソフトウェアに予期せぬウィルスが発生する可能性があります。

 その際、問題の解決、対処を優先事項と捉え、その結果大幅な費用が発生し、あるいはウィルスの発生等によ

り月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）の会員数が大幅に減少した場合、当社グループの事業

及び業績に影響を与える可能性があります。 

Ⅴ.MVNOについて 

 通信回線事業者からサービスの提供を受け再販を行うMVNO（Mobile Virtual Network Operator、仮想移動

体通信事業者）を平成21年４月より行っております。当社は一定の売上を計上し、お客様には関連した月額サー

ビスを提供しております。従いまして、通信会社のサービス提供が中断・停止等になった場合、通信料売上に加

え、関連したサービス料の売上が減少し、当社の業績に影響を与える可能性が多分にあります。 

Ⅵ.サービス商品開発の遅延について 

 当社グループは、技術メンテナンス・サービスや月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）にお

いて当社独自のサービス商品を開発し提供しております。こうしたサービス商品の開発及び提供が遅れることに

より、当社グループの競争力が低下する可能性があり、その場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える

可能性があります。 

Ⅶ.預かり品の引き渡し間違いや手続きの間違いについて 

 当社は、お客様の「困った」を解決するため、お客様がお使いのパソコンを店頭にてお預かりし、点検や修理

をするサービスを提供しております。 

 その際、お客様からお預かりした商品の渡し間違えや誤った処置をする可能性があります。これらについては

店舗監査等により発生の防止や対策をしておりますが、万が一発生した際には、損害賠償を求められる可能性が

あり、その場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。   

④システムの障害等について 

 地震などの自然災害やコンピュータウィルスの感染等により、POSシステムに障害が発生した場合、店舗オペレ

ーション業務が停止する可能性があります。 

 また、当社にて提供している「月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）」や子会社のプロバイダ

ー事業においてシステムに障害が発生した場合、サービスの提供を中断することが予測されます。 

 その結果として、当社グループの信用失墜又は事業機会の逸失が生じた場合には、当社グループの事業及び業績

に影響を与える可能性があります。  

⑤法的規制について 

Ⅰ.大規模小売店舗立地法 

 当社は、幹線道路沿いに出店をしており、現在500坪～1,000坪の大型店を中心に出店をしております。売場面

積が1,000㎡超の新規出店、又は既存店舗の増床を行う場合には、本法律の規定に基づき、出店調整を受ける場

合があります。 

 具体的には同法の審査により、新規出店、又は既存店舗の増床計画の遅延等により当社の出店政策に影響を及

ぼし、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

＜大規模小売店舗立地法の概要＞ 

趣旨 

 大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来店、物流による交通・環境問題等の周辺

生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方

自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めたものです。 

概要 

１．対象となる大型店は、売場面積1,000㎡超のものです。 

調整対象は、地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項です。 

イ）駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために

配置すべき事項（交通渋滞、駐車、駐輪、交通安全その他） 
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ロ）騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 

２．本法の運用主体は都道府県、政令指定都市です。同時に市町村の意見の反映を図ることとし、また、広

範な住民の意思表明の機会を確保しています。 

Ⅱ.その他 

 当社は、Ⅰ以外にも事業を推進する上で規定されているさまざまな法規制を遵守し、必要な許認可を取得し、

事業を行っております。従って、将来において予期せぬ法規制の変更、行政の指導方針変更などが生じた場合、

新たなコストが発生し、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

⑥ブランドについて 

 当社は、パソコン等関連商品及び技術サービスを提供するフランチャイズ本部であり、フランチャイズ契約を締

結している法人の不祥事により、結果として当社グループ全体のブランドイメージが低下した場合、それによる当

社グループに対する信頼低下、人材の流出、人材確保の困難等により、当社グループの事業及び業績に影響を与え

る可能性があります。 

⑦類似ビジネスモデルについて 

 当社は、パソコン総合専門店として技術サービスや月額会員制保守サービス型商品（プレミアサービス）、通信

にサービスを付加したMVNO事業等、自社開発した営業体系を売上・収益部門で一定量を占めております。システム

特許等により法的に知的財産の保護に対する活動やあらゆる方面からの検討をしておりますが、当社のそのような

ビジネスにおいて完全に知的保護を受けているわけではございません。 

 従いまして、競合他社が当社の知的保護を侵害し、類似競争をする場合、侵害をしなくとも類似営業を行うこと

が考えられ、競争が激化した場合は、当社の業績に影響を与える可能性があり、また他の業者により悪質な類似営

業がもたらされた場合、顧客のサービスに対する信用等が当社のサービスに対するイメージ低下に影響する可能性

があります。 

⑧内部管理体制について 

 当社グループは、法令順守に係る問題につき内部統制の整備を図っており、より充実した内部管理体制の確立の

ため、総合監査・統制室を設置し、取締役、執行役員及び社員が高い倫理観に基づいて企業活動を行うよう「誓約

書」及び「確認書」により社員としての心構えを確認しております。 

 しかし、万が一、故意又は過失による法令に違反する行為が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響

を与える可能性があります。 

⑨個人情報の保護について 

 当社グループでは個人情報の管理体制を強化し、当社グループが取得・保有する個人情報へのアクセスを制限す

るなど、個人情報の保護に細心の注意を払っています。特に子会社である株式会社イージェーワークスは、通信事

業者として「個人情報の保護に関する法律」並びに総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関する

ガイドライン」を遵守し、個人情報を適切に管理しています。 

 当社の店頭においては、個人情報は「聞かない、持たない、持ち込まない」という原則の下、店舗での業務を遂

行しております。また、月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）のコールセンターにおいては、入

出者の制限、個人情報へのアクセス可能者の制限等、一定のルールに基づき情報の取り扱いは厳重に管理をしてお

ります。 

 しかしながら当社グループ関係者などの故意又は過失により、個人情報が外部に流出したり悪用されたりする可

能性が皆無ではありません。万が一そのような事態が発生した場合、当社グループの信頼性が著しく低下し、当社

グループの事業活動に大きな影響を与える可能性があります。 

⑩企業買収（M&A）について 

 当社グループは、パソコン等の販売に加え、無料診断をはじめとした技術メンテナンス・サポートを提供するこ

とにより、地域社会に貢献してまいります。当社グループを家電量販店と同業種であるとみなした場合、当社は同

業種内において独自のサービスを提供しておりますが、同業他社と比較すると企業規模に大きな差があります。そ

れ故、同業種に買収されるリスクがあり、その場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があ

ります。 
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⑪自然災害について 

 当社グループあるいはフランチャイズ先が店舗を展開する地域において地震、台風その他の自然災害が発生し、

当該店舗が損傷、又は役員や社員の死亡・負傷による欠員が発生した場合、売上高の減少、又は現状復帰や人員の

補充などにかかる費用等によって、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

⑫新型インフルエンザの国内発生ついて 

 季節性インフルエンザ以外に、新型インフルエンザが世界的に大流行する（パンデミック）可能性があります。

日本国内において、感染者が増加し危機レベルが上がった場合には、運営する店舗の減少もしくは全店営業中止と

なる可能性があります。子会社においても一定期間、事業継続が困難となる可能性があり、そうした場合には当社

グループの事業及び業績に大きな影響を与える可能性があります。 

⑬役員について 

Ⅰ.代表者が保有する株式について 

 当社の代表取締役社長野島隆久は、発行済株式総数に対し、43.67％（平成22年３月期末時点）を保有してお

り、当社社長に万が一の事があった場合は、当社株式が市場にて売買され、株価形成に影響が出る場合がありま

す。 

Ⅱ.代表の親族について 

 当社の代表取締役社長野島隆久は、株式会社ノジマ（本社：神奈川県横浜市）の取締役兼代表執行役社長野島

廣司氏の実弟であり、かつ同社の大株主であり、当社とはパソコン等の販売について競合関係にあります。な

お、当社グループと同社及び同社グループとの間には、取引関係は一切ありません。 
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（1）事業の内容 

 当企業集団は、連結財務諸表提出会社（以下「当社」という）、子会社３社（株式会社イージェーワークス、株式

会社ビー・ビー・マーケティング、株式会社ピーシーデポ九州）及び関連会社１社（株式会社キタムラピーシーデ

ポ）により構成されており、全てのPCホームユーザーに「ITソリューション」を提供することを主な事業として取り

組んでおります。 

 当社グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関係は、次のとおりであります。なお、事

業の種類別セグメントと同一区分であります。 

①パソコン等販売事業 

 当社は、主としてホームユーザー向けにパーソナルコンピュータ、同関連商品及び技術サービス販売を主たる業

務とするチェーン店「PC DEPOT」の運営を行っており、「安い・安心・便利・親切」をコンセプトに、地域に密着

した店舗を展開しております。取扱商品はパソコン本体、周辺機器、ネットワーク機器、モバイル機器、AV機器等

のほか、中古品の買取り・販売等です。それに加え、技術サービス、回線の取次ぎ・データ通信（MVNO事業）及び

月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）等を販売しております。 

 店舗数は、平成22年３月31日現在、「PC DEPOT」が神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、群馬県、栃木

県並びに茨城県で直営店44店舗、九州地方にて子会社４店舗、東北、中部、近畿、中国、四国地方にてフランチャ

イズ店17店舗を展開しております。 

 併せて、家電量販店がインショップ方式によりフランチャイズ展開をしている「パソコンクリニック（パソコン

の技術サービスカウンター店舗）」は当連結会計年度末において24店舗となっております。 

 なお、当社グループの売上高は、直営店の売上とフランチャイズ店からのロイヤリティー他収入のみを計上して

おり、フランチャイズ店への商品供給売上は、含んでおりません。 

②インターネット関連事業 

 当社の子会社、株式会社イージェーワークスはインターネットサービスプロバイダー事業及びWeb制作等ITソリ

ューション事業を、株式会社ビー・ビー・マーケティングがYahooBB!等の加入手続きに関する代理店事業ををそれ

ぞれ営んでおります。 

  

〔事業系統図〕 

 以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

  

２．企業集団の状況
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〔関係会社の状況〕 

（注）  １  有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。  

２ 特定子会社に該当しております。 

３ 平成21年７月１日をもって、持分法適用関連会社であった(株)ピーシーデポマックスは、株式の追加取得に

より持分法適用関連会社から連結子会社となったため、連結の範囲に含めております。なお、(株)ピーシー

デポマックスは、商号を(株)ピーシーデポ九州と変更しております。 

名称 住所 
資本金

又は出資金 
（千円） 

主要な事業の内容

議決権の 
所有割合 
（％） 

関係内容

（連結子会社）          

株式会社イージェーワークス 

（注２） 
横浜市港北区  211,068

インターネットサービス 

プロバイダー事業 
 94.2

会員の取次ぎ 

課金システム委託 

固定資産賃貸 

（連結子会社）          

株式会社ビー・ビー・マーケティング 横浜市港北区  100,000

ヤフーＢＢ関連サービス 

の加入手続きに関する代 

理店事業 

 65.0
ヤフーＢＢ関連サービス 

等加入取次代行 

（連結子会社）          

株式会社ピーシーデポ九州 

（注２、３） 
横浜市港北区  240,000

パソコン、 

同関連商品小売業 
 100.0

商品の供給、

運営ノウハウの提供 

資金援助あり 

役員の兼任２名 

（持分法適用関連会社）          

株式会社キタムラピーシーデポ 高知県高知市  310,000
パソコン、 

同関連商品小売業 
 40.0

商品の供給、 

運営ノウハウの提供 

役員の兼任１名 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「会社はお客様のためにある」、「個人の成長が会社の成長」、「会社の成長で社会に貢献する」を基本

理念とし、①より多くのお客様にご満足をいただける商品とサービスの提供、②小売のプロとしてのビジョンに裏付

けられた自己研磨と能力主義の尊重、③社会から認められる業績の実現と地域に役立つ、無くてはならない会社とな

ることを経営の基本方針としております。 

  この基本方針を基に当社は、ロードサイド型パソコン総合専門店として、主にホームユーザーを対象に初心者から

上級者までのニーズに合った品揃えと地域一番の大きさの店舗で、お客様に満足いただける店舗環境を整えておりま

す。 

 また、パソコンを使用する上では、故障やウィルス感染及びデータ破損等の不具合や各種設定等の多くの問題があ

ります。これらを解決をする専門的な技術メンテナンス・サポートの要望に対し、全店に「パソコンクリニック」を

常設し、地域のお客様のパソコン・インターネット・データの安全性向上に努めております。 

 具体的には「無料診断」に始まり、多くのサービスメニューを取り揃えることで不便を感じているお客様を新たに

獲得することに加え、継続的な技術サービスサポートのご要望に応える商品として、「月額会員制保守サービス型商

品（プレミアムサービス）」の会員制度を独自に行い、サービスの売上向上と顧客満足の向上を図るとともに生産性

の向上を実現することにあります。 

 これらの商品販売とサービス提供により、地域に密着した店舗展開を通して「安い・安心・便利・親切」と感じて

いただける店作りを目指しております。 

 インターネット関連ビジネスについても「お客様の困った」を解決することを主題として取り組み、インターネッ

ト総合サービス業としてソリューションを提供し、お客様のインターネット利用をサポートします。 

 全社員に対しては、社会貢献を共通の価値観とし、奉仕の精神とプロフェッショナルへの成長を培い、やりがいの

ある企業風土作りを志向しております。 

 これらにより、高い成長性と生産性を実現し、企業価値の 大化に努め、株主の皆様の期待に応える所存でござい

ます。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは株主重視の方針に基づき、ROE（株主資本利益率）の向上とROA（総資本経常利益率）が９％以上に

なるよう、資本効率、生産性、収益性の改善を目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 お客様に支持される店舗運営を推進し、事業規模の拡大と筋肉質の企業体質を目指し、常に変化し続けることが重

要と考えております。 

 商品・サービス・会員向けサポートを融合した他社にないビジネスモデルを成長させ、ドミナント出店とフランチ

ャイズ方式による出店によりエリアの拡大をすることで、市場シェアを拡大します。 

 地域社会に貢献しながら、ITソリューションストアーとして日本一の企業に発展させる所存でございます。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループが対処すべき主要な課題は以下のとおりであります。 

①店舗網の拡大 

  パソコンの世帯普及率が80％となり、パソコンが日用品化しており、お客様のニーズも多様化しているため、当

社は、「PC DEPOT」のドミナント方式による新規出店及びスクラップアンドビルドによる大型店への展開を強化す

るとともに、「パソコンクリニック」の直営出店の再開検討並びにフランチャイズ事業による店舗展開を推進し、

地域のお客様に安心してパソコン・インターネットを利用していただける環境を提供できる店舗網拡大に努めま

す。 

②単価の下落 

 当連結会計年度では、平成21年10月にパソコンの新OS「Windows７」の発売により新OS搭載のパソコン、平成22

年１月には、新たなCPUが搭載されたパソコンが発売されましたが、パソコンの平均単価は、昨年に比べ約10％下

落、周辺機器等も下落いたしました。次期連結会計年度もパソコンの平均単価は、５～10％程度、周辺機器等も引

き続き下落するものと想定をしております。その一方、ネットワークにつながる商品が増加しておりますので、そ

うした商品や関連したサービス等、積極的に取り入れ、新しい商品のジャンルを検討してまいります。 

３．経営方針
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③店舗の安全運営の強化 

 店舗内におけるお客様の事故は増加傾向にあります。また、店舗数や社員数が増加すると事故の発生リスクが高

くなると考えており、そのようなことを回避することが重要であると認識しております。 

 そうしたことから、本社にある「サイバーシェリフセンター（店舗危機管理室）」では、全国の店舗の「店舗巡

回」（ブロードバンドを利用した店内カメラによる目視パトロール）を実施しております。また、地震の増加、昨

年感染が拡大した新型インフルエンザ等に対してもサイバーシェリフセンターを中心に素早く対応することでお客

様に安心して店舗ご利用いただける店舗運営に努めております。 

 当社は、安全の確保には「コストより安全を第一」という考えの下、店舗運営を行い、事故の発生等の危険を回

避してまいります。 

④サービス商品の拡大 

 インターネットにつながる商品の増加に伴い、パソコンやゲームなど、家庭内にある商品のワイヤレス化、ネッ

トワーク化が進行しております。当社では、パソコンに加えて、こうしたインターネットにつながる商品を安心し

て安全に利用していただけるよう、サービス体制の充実を図るとともに、「お客様の困った」を解決するサービス

を引き続き商品化いたします。 

 また、継続してメンテナンスをご要望されるお客様に対し、月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービ

ス）のサービスメニューにおいても、このような需要の変化に対応すべく、サービス内容の拡大に努めてまいりま

す。 

⑤店舗の品質管理 

 「PC DEPOT」に加え、「パソコンクリニック」の店舗展開により、店舗の品質管理が重要と認識しております。

それらにはマニュアルや教育に加え、品質管理の徹底が重要と考えており、「PC DEPOT」並びに「パソコンクリニ

ック」全店舗の監査を引き続き、強化することで対処してまいります。 

⑥販売管理費の抑制 

 当社は、今後もドミナント方式により関東圏を中心に店舗展開を行ってまいります。従来、当社の売場面積は平

均300坪でしたが、新規出店を中心に大型店化を推進しております。大型化に伴う家賃の増加、人件費の増加等の

発生が懸念されますが、コスト構造の改善を図ることで販売管理費の増加を抑制してまいります。 

⑦店舗拡大に伴う人材の確保 

 企業間競争及びインターネット直販やメーカーダイレクト等、異業種・異業態間競争など、引き続き楽観視でき

ない環境が続くものと思われます。 

 また、店舗拡大に伴い、特に販売員や技術者の人材確保が重要課題でありますが、アルバイトや契約社員の正社

員化を行うことで安定した人材を確保してまいります。更に、社員中心に行っていた教育をアルバイト層にも拡大

し、人材の質の向上に努めてまいります。 

⑧業容の拡大に対応した組織力の強化 

 パソコンを中心とした関連商品やサービス商品の提供が事業の中心ですが、インターネットにつながる、ネット

ワーク化が可能となる商品の増加により、新たな商品並びにサービスを開発する計画です。こうした対応のため、

社員・アルバイトのモチベーションを引き出す人事制度の構築、個人・部署の責任と権限の明確化、人材採用の強

化等、組織力の強化に取り組んでまいります。 

⑨CSR（企業の社会的責任）活動の推進 

 当社は、パソコン総合専門店であり、企業に求められる社会的な使命を強く認識し、CSRの視点に立った経営を

進めることが必要であると考えております。その上で、当社のCSRの基本方針は「年齢・性別・所得・教育・居住

地域」等により発生する情報社会における格差（デジタルデバイド）の解消、それを店舗を通して実現することが

使命であると定めました。 

そうした考えの下、具体的には、「お客様の困った」を解決するため、全店にパソコンクリニックを設置し、年

齢・性別・所得等にかかわりなく、どこで購入したパソコンでも無料で診断をするなど、地域のパソコン・インタ

ーネット・データの安全性向上に努めております。 

地域のお客様に「なくてはならない店」と思っていただけるよう、あらゆるソリューションを提供することで、

社会性向上に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,802,500 1,753,981

売掛金 1,779,891 2,251,074

たな卸資産 ※1  4,446,137 ※1  5,315,725

未収入金 ※2  617,034 ※2  624,370

繰延税金資産 179,572 167,163

その他 340,811 412,247

貸倒引当金 △9,291 △13,106

流動資産合計 9,156,656 10,511,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,934,096 2,679,909

減価償却累計額 △610,238 △766,465

建物及び構築物（純額） 1,323,858 1,913,444

工具、器具及び備品 1,305,535 1,557,661

減価償却累計額 △860,345 △1,074,658

工具、器具及び備品（純額） 445,190 483,002

建設仮勘定 33,705 344,153

その他 105,010 105,010

減価償却累計額 △1,499 △1,630

その他（純額） 103,510 103,379

有形固定資産合計 1,906,264 2,843,979

無形固定資産   

のれん 1,382,385 1,024,972

その他 315,607 260,913

無形固定資産合計 1,697,992 1,285,885

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  270,440 ※3  279,708

繰延税金資産 65,911 71,178

差入保証金 1,389,868 1,478,521

敷金 1,208,756 1,328,826

その他 177,896 154,643

投資その他の資産合計 3,112,873 3,312,878

固定資産合計 6,717,130 7,442,743

資産合計 15,873,787 17,954,199
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,618,767 2,764,150

短期借入金 60,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 370,056 690,252

未払金 ※2  1,499,323 ※2  1,215,712

未払法人税等 445,287 391,304

賞与引当金 80,658 98,050

商品保証引当金 49,785 33,615

その他 563,735 479,904

流動負債合計 5,687,612 6,472,989

固定負債   

長期借入金 948,280 1,936,247

長期未払金 － 123,799

退職給付引当金 25,378 2,727

役員退職慰労引当金 158,835 22,911

長期預り保証金 661,666 657,507

固定負債合計 1,794,160 2,743,192

負債合計 7,481,772 9,216,181

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 4,944,667 5,468,659

自己株式 △186,226 △411,462

株主資本合計 8,248,243 8,546,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,941 23,207

評価・換算差額等合計 △5,941 23,207

少数株主持分 149,713 167,811

純資産合計 8,392,014 8,738,017

負債純資産合計 15,873,787 17,954,199
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 42,899,424 44,740,133

売上原価 ※1  32,214,037 ※1  33,182,396

売上総利益 10,685,386 11,557,737

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,094,203 1,259,377

販売手数料 369,693 397,377

役員報酬 133,163 134,967

給料及び手当 2,619,547 2,876,980

賞与 225,618 264,019

賞与引当金繰入額 80,658 98,050

退職給付費用 49,939 48,077

役員退職慰労引当金繰入額 22,083 8,788

減価償却費 340,463 432,858

のれん償却額 212,593 344,439

不動産賃借料 1,629,954 1,794,203

消耗品費 397,427 418,839

その他 2,250,063 2,253,279

販売費及び一般管理費合計 9,425,409 10,331,259

営業利益 1,259,976 1,226,477

営業外収益   

受取利息 6,402 5,081

受取配当金 1,260 1,790

販売奨励金 72,412 73,294

受取賃貸料 114,138 94,678

受取手数料 33,307 37,893

その他 105,247 59,145

営業外収益合計 332,769 271,883

営業外費用   

支払利息 10,459 38,664

支払手数料 － 1,092

賃貸費用 107,840 126,076

持分法による投資損失 40,020 19,494

その他 5,627 6,852

営業外費用合計 163,948 192,181

経常利益 1,428,798 1,306,179

特別利益   

確定拠出年金移行差益 － 39,481

投資有価証券売却益 － 1,287

特別利益合計 － 40,768
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※2  16,375 ※2  7,608

投資有価証券評価損 9,457 －

減損損失 － ※3  13,595

本社移転費用 ※4  43,634 －

店舗閉鎖損失 4,619 28,390

解約違約金等 － 32,000

たな卸資産評価損 36,366 －

特別損失合計 110,453 81,594

税金等調整前当期純利益 1,318,344 1,265,354

法人税、住民税及び事業税 606,281 576,852

法人税等調整額 13,951 △11,191

法人税等合計 620,232 565,660

少数株主利益 13,856 22,861

当期純利益 684,255 676,831

㈱ピーシーデポコーポレーション(7618)　平成22年３月期　決算短信

－ 17 －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,601,196 1,601,196

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,601,196 1,601,196

資本剰余金   

前期末残高 1,888,605 1,888,605

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,888,605 1,888,605

利益剰余金   

前期末残高 4,414,514 4,944,667

当期変動額   

剰余金の配当 △154,102 △152,839

当期純利益 684,255 676,831

当期変動額合計 530,153 523,992

当期末残高 4,944,667 5,468,659

自己株式   

前期末残高 △186,226 △186,226

当期変動額   

自己株式の取得 － △225,236

当期変動額合計 － △225,236

当期末残高 △186,226 △411,462

株主資本合計   

前期末残高 7,718,090 8,248,243

当期変動額   

剰余金の配当 △154,102 △152,839

当期純利益 684,255 676,831

自己株式の取得 － △225,236

当期変動額合計 530,153 298,755

当期末残高 8,248,243 8,546,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,263 △5,941

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,205 29,148

当期変動額合計 △10,205 29,148

当期末残高 △5,941 23,207
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 147,127 149,713

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,585 18,098

当期変動額合計 2,585 18,098

当期末残高 149,713 167,811

純資産合計   

前期末残高 7,869,481 8,392,014

当期変動額   

剰余金の配当 △154,102 △152,839

当期純利益 684,255 676,831

自己株式の取得 － △225,236

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,619 47,247

当期変動額合計 522,533 346,002

当期末残高 8,392,014 8,738,017
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 1,318,344 1,265,354

減価償却費 413,718 512,663

減損損失 － 13,595

のれん償却額 212,593 344,439

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,236 3,815

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,431 11,743

商品保証引当金の増減額（△減少） △59,012 △16,170

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,287

投資有価証券評価損益（△は益） 9,457 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,551 △135,923

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,483 △24,990

受取利息及び受取配当金 △7,662 △6,872

支払利息 10,459 38,664

為替差損益（△は益） 175 516

固定資産除却損 16,375 7,608

持分法による投資損益（△は益） 40,020 19,494

店舗閉鎖損失 4,619 28,390

本社移転費用 43,634 －

売上債権の増減額（△は増加） △204,170 △356,772

たな卸資産の増減額（△は増加） 626,160 △564,243

未収入金の増減額（△は増加） 273,950 10,345

仕入債務の増減額（△は減少） △101,216 28,941

未払金の増減額（△は減少） △180,346 △348,993

その他の資産の増減額（△は増加） △42,916 △36,253

その他の負債の増減額（△は減少） 170,708 40,714

その他 △5,784 △2,085

小計 2,581,813 832,694

利息及び配当金の受取額 5,283 4,917

利息の支払額 △11,591 △40,566

法人税等の支払額 △729,255 △614,194

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,846,250 182,850
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 △884,247 △1,346,975

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 △1,358,674 △56,172

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 － 2,250

投資事業組合からの分配による収入 2,356 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ ※2  3,552

敷金及び保証金の差入による支出 △428,524 △275,135

敷金及び保証金の回収による収入 139,017 98,044

預り保証金の返還による支出 △10,158 △10,158

預り保証金の受入による収入 － 6,000

その他 △2,811 17,263

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,646,572 △1,561,332

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 2,460,000 4,960,000

短期借入金の返済による支出 △2,400,000 △4,520,000

長期借入れによる収入 1,040,000 1,900,000

長期借入金の返済による支出 △188,664 △625,173

自己株式の取得による支出 － △225,236

配当金の支払額 △154,013 △154,347

少数株主への配当金の支払額 △11,271 △4,763

財務活動によるキャッシュ・フロー 746,051 1,330,479

現金及び現金同等物に係る換算差額 △175 △516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,446 △48,519

現金及び現金同等物の期首残高 1,856,947 1,802,500

現金及び現金同等物の期末残高 1,802,500 1,753,981
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社は、株式会社イージェーワ

ークス、株式会社ビー・ビー・マーケテ

ィングの２社であります。 

(1）連結子会社は、株式会社イージェーワ

ークス、株式会社ビー・ビー・マーケテ

ィング、株式会社ピーシーデポ九州の３

社であります。 

  当連結会計年度より、持分法適用関連

会社であった(株)ピーシーデポマックス

は、株式の追加取得により関連会社から

子会社となったため、連結の範囲に含め

ております。なお、(株)ピーシーデポマ

ックスは、商号を(株)ピーシーデポ九州

と変更しております。 

  (2）非連結子会社はありません。 (2）      同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法を適用した関連会社数 

 ２社 

(1）持分法を適用した関連会社数 

 １社 

  会社等の名称 

株式会社ピーシーデポマックス 

株式会社キタムラピーシーデポ 

会社等の名称 

株式会社キタムラピーシーデポ 

  

  持分法適用関連会社の変更  

 当連結会計年度より、(株)ピーシー

デポマックスは株式の追加取得により

連結子会社となったため、持分法適用

の範囲から除外しております。 

  (2）持分法を適用しない関連会社はありま

せん。 

(2）       同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ② たな卸資産 

商品 

主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）

② たな卸資産 

商品 

主として移動平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下による簿

価切下げの方法により算定） 

  （会計方針の変更） 

 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日公表分）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、従来の方法に

よった場合に比べて、売上総利益、営業利

益、経常利益が33,500千円減少し、税金等

調整前当期純利益は69,866千円減少してお

ります。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

────── 

  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 但し、平成10年４月１日以降取得した

建物（附属設備を除く）については、定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  建物及び構築物   ６年～47年 

工具器具及び備品  ３年～15年 

  

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用ソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ③ 長期前払費用 

 定額法によっております。 

③ 長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ④ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

④ リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当連結会計年度負担額を計

上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 商品保証引当金 

 商品の５年間保証に備えるため、過去

の実績に基づき、将来顕在化すると見込

まれる金額を計上しております。 

③ 商品保証引当金 

 同左 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

一部子会社において、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。  

（追加情報） 

当連結会計年度より、当社は適格退職

年金制度から、確定拠出年金制度へ移行

いたしました。なお、当該移行に伴う制

度の終了損益として、当連結会計年度に

おいて特別利益の確定拠出年金移行差益

に 千円計上しております。 

なお、当連結会計年度に新規に連結対

象となった子会社では退職一時金制度が

採用されております。当該子会社の従業

員の退職給付に備えるため、期末におけ

る自己都合要支給額に基づき退職給付引

当金を計上しております。  

39,481
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に充てるた

め、内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 一部子会社において、役員の退職慰労

金の支払に充てるため、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。  

（追加情報）  

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備

えるため内規に基づく期末要支給額を計

上しておりましたが、平成21年６月18日

開催の定時株主総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会

において役員退職慰労金の打ち切り支給

が承認されました。打ち切り支給に関す

る支払い時期は各役員の退任時であるた

め、役員退職慰労引当金 千円を

取り崩し、固定負債の「長期未払金」に

計上しております。  

 なお、一部の連結子会社は、従来のと

おり、役員の退職慰労金の支出に備えて

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

123,799

(4）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っています。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響はありま

せん。 

────── 

  

（追加情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── （株式給付信託（J-ESOP）における会計処理方法） 

 当社は、平成22年３月15日取締役会において、従業員の

新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社

の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主

の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業

員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信

託（J-ESOP）」を導入することを決議いたしました。  

 この導入に伴い、平成22年３月19日付けで資産管理サー

ビス信託銀行株式会社（信託口）が当社株式 株を取

得しております。 

 当該株式給付信託に関する会計処理については、経済的

実態を重視する観点から、当社と信託口は一体であるとす

る会計処理をしており、信託口が所有する当社株式や信託

口の資産及び負債並びに費用及び収益については連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しておりま

す。 

 このため、自己株式数については、信託口が所有する当

社株式を自己株式数に含めて記載しております。 

 なお、平成22年３月31日現在において信託口が所有する

自己株式数は 株であります。 

  

5,000

5,000
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ たな卸資産の内訳は次のとおりです。 

 商     品 千円4,445,364

 仕  掛  品 千円773

 合     計 千円4,446,137

※１ たな卸資産の内訳は次のとおりです。 

 商     品 千円5,310,370

 仕  掛  品 

 貯  蔵  品 

千円

千円

3,653

1,701

 合     計 千円5,315,725

※２ フランチャイズ店との共同購入による仕入債務のう

ち、フランチャイズ店が負担する部分は当社がフラン

チャイズ店から入金を受けたうえで支払を行っており

ます。当社では当該金額を未払金として認識し、これ

に対応してフランチャイズ店に対する未収入金を計上

しております。未収入金及び未払金のうち、このよう

な処理に基づく期末残高合計は、未収入金 千

円、未払金 千円となっております。 

456,236

922,243

※２ フランチャイズ店との共同購入による仕入債務のう

ち、フランチャイズ店が負担する部分は当社がフラン

チャイズ店から入金を受けたうえで支払を行っており

ます。当社では当該金額を未払金として認識し、これ

に対応してフランチャイズ店に対する未収入金を計上

しております。未収入金及び未払金のうち、このよう

な処理に基づく期末残高合計は、未収入金  千

円、未払金 千円となっております。 

403,210

762,691

※３ 投資有価証券のうち、関連会社に対するものは次の

とおりです。 

 株     式 千円100,516

※３ 投資有価証券のうち、関連会社に対するものは次の

とおりです。 

 株     式 千円76,193

㈱ピーシーデポコーポレーション(7618)　平成22年３月期　決算短信

－ 27 －



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。    

  千円33,500   千円3,457

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 

 建物及び構築物 千円11,189

 工具、器具及び備品 千円3,631

 そ  の  他 千円1,554

   合  計 千円16,375

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 

 建物及び構築物 千円4,503

 工具、器具及び備品 千円3,104

 そ  の  他 千円－

   合  計 千円7,608

────── ※３ 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて固定資産の減損損失を計上いたし

ました。 

  
   当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として主として店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスで、資産グループの固定資産簿価を全額回

収できる可能性が低いと判断した店舗について、当該

資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（ 千円）として特別損失

に計上しました。 

※減損損失の内訳 

   当該資産グループの固定資産回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、主に固定資産税評価額及

び減価償却計算に用いられている税法規定等に基づく

残存価額を基に評価しています。 

場所 用途 種類 

神奈川県 営業店舗 
建物及び構築物 
その他有形固定資産 

13,595

場所 

減損損失 
（千円） 

建物及び 
構築物 

その他 計 

神奈川県  9,221  4,374  13,595

※４ 本社移転費用は、当連結会計年度に発生した原状回

復費や固定資産除却損等であります。 

────── 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式    225,020  －  －  225,020

合計  225,020  －  －  225,020

自己株式     

普通株式  4,873  －  －  4,873

合計  4,873  －  －  4,873

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月13日 

取締役会 
普通株式  77,051  350 平成20年３月31日 平成20年６月19日

平成20年11月４日 

取締役会 
普通株式  77,051  350 平成20年９月30日 平成20年12月８日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月12日 

取締役会 
普通株式  77,051  利益剰余金  350 平成21年３月31日 平成21年６月19日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 当社は、平成22年３月15日取締役会にて、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付する、

「株式給付信託（J-ESOP）」の導入を決議しており、平成22年３月19日付にて、資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託口）が当社株式を 株取得しております。 

     なお、自己株式数については、当連結会計年度末に信託口が所有する当社株式5,000株を自己株式数に含めて

記載しております。 

   ２ 自己株式の増加 株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加及び信託口が所有する当社株式で

あります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（注） 当連結会計年度末に信託口が所有する当社株式 株に対する配当金 千円を含めております。  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式    225,020  －  －  225,020

合計  225,020  －  －  225,020

自己株式     

普通株式 （注）１、２  4,873  8,611  －  13,484

合計  4,873  8,611  －  13,484

5,000

8,611

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月12日 

取締役会 
普通株式  77,051  350 平成21年３月31日 平成21年６月19日

平成21年11月５日 

取締役会 
普通株式  75,787  350 平成21年９月30日 平成21年12月７日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月11日 

取締役会 
普通株式  75,787  利益剰余金  350 平成22年３月31日 平成22年６月23日

5,000 1,750
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 千円1,802,500

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円－

現金及び現金同等物 千円1,802,500

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 千円1,753,981

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円－

現金及び現金同等物 千円1,753,981

────── ※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに連結子会社となった（株）

ピーシーデポ九州の連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに当該連結子会社の取得価額と取得のための支出

(純額)との関係は次のとおりであります。 

  

流動資産 千円501,298

固定資産 千円24,425

のれん 千円19,699

流動負債 千円△492,783

固定負債 千円△27,343

株式取得価額 千円25,296

支配獲得時までの持分法評価額 千円△2,059

追加取得した株式の取得価額 千円23,237

新規連結子会社の現金及び現金同等物 千円△26,790

差引：取得のための支出  千円△3,552
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方針によ

っており、その内容は次のとおりであります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方針によ

っており、その内容は次のとおりであります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具、器具
及び備品 

 158,542  100,474  28,464  29,603

合計  158,542  100,474  28,464  29,603

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具、器具
及び備品 

 96,379  77,111  19,267

合計  96,379  77,111  19,267

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円25,664

１年超 千円4,925

合計 千円30,590

１年内 千円12,448

１年超 千円7,637

合計 千円20,086

リース資産減損勘定の残高 千円10,842 ────── 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円48,232

リース資産減損勘定の取崩額   千円9,292

減価償却費相当額 千円46,253

支払利息相当額   千円903

減損損失     円－

支払リース料 千円33,734

リース資産減損勘定の取崩額 千円10,842

減価償却費相当額 千円32,194

支払利息相当額 千円619

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料 

１年内 千円206,622

１年超 千円742,583

合計 千円949,206

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料 

１年内 千円205,822

１年超 千円581,161

合計 千円786,983
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産） 

流動資産 

未払事業税否認額 千円36,049

未払事業所税否認額 千円6,797

賞与引当金否認額 千円32,779

商品保証引当金否認額 千円20,232

たな卸資産評価損否認額 千円53,683

売掛金調整 千円26,189

その他 千円3,841

計 千円179,572

固定資産 

役員退職慰労引当金否認額 千円64,424

固定資産減損損失否認額 千円21,583

減価償却超過額 千円32,379

投資有価証券評価損否認額 千円86,413

退職給付引当金否認額 千円10,313

その他 千円4,419

小計 千円219,534

評価性引当額 千円△153,622

計   千円65,911

繰延税金資産合計 千円245,484

  

（繰延税金資産） 

流動資産 

未払事業税否認額 千円33,146

未払事業所税否認額 千円6,662

賞与引当金否認額 千円36,292

商品保証引当金否認額 千円13,661

たな卸資産評価損否認額 千円35,160

売掛金調整 千円12,668

その他 千円29,572

計 千円167,163

固定資産 

役員退職慰労引当金否認額 千円59,469

固定資産減損損失否認額 千円20,348

減価償却超過額 千円42,671

投資有価証券評価損否認額 千円84,773

その他 千円339

小計 千円207,601

評価性引当額 千円△135,084

繰延税金負債(固定)との相殺 千円△1,338

計 千円71,178

繰延税金資産合計 千円238,342

  

（繰延税金負債） 

固定負債  

その他有価証券評価差額金  千円△1,338

繰延税金資産(固定)との相殺 千円△1,338

計  千円－

繰延税金負債合計 千円－

差引：繰延税金資産の純額 千円238,342

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 ％40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 
％0.3

住民税均等割額 ％1.8

留保金課税額 ％1.9

評価性引当額の増減 ％1.6

持分法投資損失 ％1.2

その他 ％△0.4

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
％47.0

法定実効税率 ％40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 
％0.3

住民税均等割額 ％2.0

留保金課税額 ％0.7

評価性引当額の増減 ％△1.5

持分法投資損失 ％0.6

欠損金子会社の未認識税務利益 ％0.8

その他 ％1.2

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
％44.7
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１ 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 

２ 会計処理の方法の変更 

棚卸資産の評価に関する会計基準 

「連結財務諸表作成のための基本となる事項等の変更」に記載のとおり、当社及び連結子会社において、

「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日公表分）を当連結会計年度

より適用しています。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度のパソコン等販売事業の営業利益及び経常

利益が33,500千円減少しています。 

３ 資本的支出には、出店に係る長期前払費用・敷金・差入保証金・建設協力金等を含んでおります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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） 

Ⅰ 売上高、営業損益及び経常損

益 
 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  40,335,463  2,563,960  42,899,424  －  42,899,424

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 284,736  98,230  382,966 （382,966）  －

計  40,620,200  2,662,190  43,282,390 （382,966）  42,899,424

営業費用  39,622,464  2,399,949  42,022,413 （382,966）  41,639,447

営業利益  997,735  262,241  1,259,976  －  1,259,976

経常利益  1,197,729  263,126  1,460,856 （32,058）  1,428,798

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
 

資産  13,349,336  2,656,334  16,005,671 （131,883）  15,873,787

減価償却費  390,054  251,996  642,050  －  642,050

減損損失  －  －  －  －  －

資本的支出（注）３  1,248,061  70,043  1,318,105  －  1,318,105
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 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 

２ 会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 

３ 資本的支出には、出店に係る長期前払費用・敷金・差入保証金・建設協力金等を含んでおります。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
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） 

Ⅰ 売上高、営業損益及び経常損

益 
 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  42,027,419  2,712,714  44,740,133  －  44,740,133

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 213,003  116,524  329,528  (329,528)  －

計  42,240,422  2,829,239  45,069,661  (329,528)  44,740,133

営業費用  41,404,662  2,449,908  43,854,571  (340,915)  43,513,656

営業利益  835,759  379,330  1,215,090  11,387  1,226,477

経常利益  944,890  378,266  1,323,156  (16,977)  1,306,179

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
 

資産  15,591,795  2,461,014  18,052,809  (98,610)  17,954,199

減価償却費  491,999  387,912  879,912  －  879,912

減損損失  13,595  －  13,595  －  13,595

資本的支出（注）３  1,605,234  54,648 1,659,882  － 1,659,882

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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企業結合におけるパーチェス法適用関係 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．企業結合の概要（営業譲受） 

（1）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成20年８月１日 至 平成21年３月31日 

（2）取得した事業の取得原価及びその内訳 

① 取得した事業の取得原価                                610百万円 

② 取得原価の内訳  

営業譲渡費用                                       610百万円 

（3）発生したのれんの金額 

① のれんの金額                                        135百万円 

② 発生原因 

今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

③ 償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年で均等償却しております。 

（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳 

（5）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響額の概算  

売上高                           1,100百万円 

経常利益                          30百万円 

当期純利益                         16百万円 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

（企業結合等関係）

①  営業譲渡企業の名称 株式会社ケーズホールディングス 

   取得した事業の内容 「PC DEPOT」４店舗の運営 

   企業結合を行った主な理由 
譲渡企業と技術サービス、販売力及びインフラを持ち寄ることで、

顧客サービス力、企業価値、成長力及び収益性を高めるため 

   企業結合日  平成20年８月１日 

   企業結合の法的形式  当社による営業譲受 

   結合後企業の名称  株式会社ピーシーデポコーポレーション 

資 産 負 債 

たな卸資産   416百万円     － 

固定資産    57百万円     

 合 計  474百万円   合 計  －  
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（1）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成20年６月30日 至 平成21年３月31日 

（2）取得した事業の取得原価及びその内訳 

① 取得した事業の取得原価                                276百万円 

② 取得原価の内訳  

営業譲渡費用                                       276百万円 

（3）発生したのれんの金額 

① のれんの金額                                        276百万円 

② 発生原因 

今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

③ 償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年で均等償却しております。 

（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳 

該当ありません。 

（5）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響額の概算  

売上高                           112百万円 

経常利益                                          △18百万円 

当期純利益                                         △10百万円 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

②  営業譲渡企業の名称 関西ブロードバンド株式会社 

   取得した事業の内容 

インターネットサービスプロバイダー「U-Broad.jp」「h555.net」

「awaji-BB」「京都アイネット」「アイネットコミュニケーション

ズ」 

   企業結合を行った主な理由 プロバイダー会員を増加させるため 

   企業結合日  平成20年６月30日 

   企業結合の法的形式  当社子会社の株式会社イージェーワークスによる営業譲受 

   結合後企業の名称  株式会社イージェーワークス 
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（1）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

 自 平成20年10月20日 至 平成21年３月31日 

（2）取得した事業の取得原価及びその内訳 

① 取得した事業の取得原価                                 76百万円 

② 取得原価の内訳  

営業譲渡費用                                        76百万円 

（3）発生したのれんの金額 

① のれんの金額                                         76百万円 

② 発生原因 

今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

③ 償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年で均等償却しております。 

（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳 

該当ありません。 

（5）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響額の概算  

売上高                            34百万円 

経常利益                                            16百万円 

当期純利益                                            8百万円 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

③  営業譲渡企業の名称 株式会社AIカンパニー 

   取得した事業の内容 
インターネットサービスプロバイダー「Momoたろうインターネット

クラブ」「牛若丸インターネットサービス」「VC-net」 

   企業結合を行った主な理由 プロバイダー会員を増加させるため 

   企業結合日  平成20年10月20日 

   企業結合の法的形式  当社子会社の株式会社イージェーワークスによる営業譲受 

   結合後企業の名称  株式会社イージェーワークス 
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２．企業結合の概要（吸収分割） 

（1）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成20年10月30日 至 平成21年３月31日 

（2）取得した事業の取得原価及びその内訳 

① 取得した事業の取得原価                                 37百万円 

② 取得原価の内訳  

      営業譲渡費用                                        37百万円 

（3）発生したのれんの金額 

    ① のれんの金額                                         37百万円 

    ② 発生原因 

          今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

    ③ 償却方法及び償却期間 

          のれんの償却については、５年で均等償却しております。 

（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳 

      該当ありません。 

（5）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響額の概算  

売上高                            26百万円 

経常利益                                             3百万円 

当期純利益                                            2百万円 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

①  吸収分割企業の名称 株式会社大和生研 

   取得した事業の内容 インターネットサービスプロバイダー「117net」 

   企業結合を行った主な理由 プロバイダー会員を増加させるため 

   企業結合日  平成20年10月30日 

   企業結合の法的形式  当社子会社の株式会社イージェーワークスによる吸収分割 

   結合後企業の名称  株式会社イージェーワークス 
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（1）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成21年１月23日 至 平成21年３月31日 

（2）取得した事業の取得原価及びその内訳 

① 取得した事業の取得原価                                 42百万円 

② 取得原価の内訳  

      営業譲渡費用                                        41百万円 

          その他                         0百万円 

（3）発生したのれんの金額 

    ① のれんの金額                                         42百万円 

    ② 発生原因 

          今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

    ③ 償却方法及び償却期間 

          のれんの償却については、５年で均等償却しております。 

（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳 

      工具、器具及び備品                   0百万円             

（5）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響額の概算  

売上高                            50百万円 

経常利益                                            16百万円 

当期純利益                                            8百万円 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

②  吸収分割企業の名称 株式会社ラット 

   取得した事業の内容 ホスティングサービス「Net Platz」 

   企業結合を行った主な理由 ホスティング会員を増加させるため 

   企業結合日  平成21年１月23日 

   企業結合の法的形式  当社子会社の株式会社イージェーワークスによる吸収分割 

   結合後企業の名称  株式会社イージェーワークス 
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（1）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成21年３月31日 至 平成21年３月31日 

（2）取得した事業の取得原価及びその内訳 

① 取得した事業の取得原価                                700百万円（予定） ※注 

② 取得原価の内訳  

      営業譲渡費用                                       700百万円（予定） ※注 

（3）発生したのれんの金額 

    ① のれんの金額                                        700百万円（予定） ※注 

    ② 発生原因 

          今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

    ③ 償却方法及び償却期間 

          のれんの償却については、５年で均等償却しております。 

（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳 

      該当ありません。 

（5）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響額の概算  

売上高                           388百万円 

経常利益                                            98百万円 

当期純利益                                           54百万円 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

（注）営業譲渡費用につきましては、譲渡後３ヶ月間に退会したプロバイダー会員数等により相当の金額を

差し引く契約を締結していることから、金額は変更になる可能性があります。 

３．事業分離の概要 

（1）分離先の企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的計上を含

む事業分離の概要 

① 分離先企業の名称   株式会社ケーズホールディングス 

② 分離した事業の内容  パソコン及びデジタル家電の技術サービスを提供する「パソコンクリニッ

ク」14店舗の運営 

③ 事業分離を行った主な理由 

分離先企業と技術サービス、販売力及びインフラを持ち寄ることで、顧客サービス力、企業価

値、成長力及び収益性を高めるため 

④ 事業分離日  平成20年８月１日 

⑤ 法的形式を含む事業分離の概要  現金を受け取り対価とする営業譲渡 

（2）実施した会計処理の概要 

  移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額は、たな卸資産２百万円及び固定資産12百万円であり

ます。なお、移転損益に重要性はありません。 

  

③  吸収分割企業の名称 株式会社ISAO 

   取得した事業の内容 
法人向けインターネットサービスプロバイダー「ISAO接続サービ

ス」 

   企業結合を行った主な理由 プロバイダー会員を増加させるため 

   企業結合日  平成21年３月31日 

   企業結合の法的形式  当社子会社の株式会社イージェーワークスによる吸収分割 

   結合後企業の名称  株式会社イージェーワークス 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．企業結合の概要（株式取得） 

（1）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間  

 自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日 

（2）取得した事業の取得原価及びその内訳 

① 取得した事業の取得原価                                 千円 

② 取得原価の内訳  

取得の対価                                         千円 

取得に直接要した費用                                   千円 

（3）発生したのれんの金額 

① のれんの金額                                         千円 

② 発生原因 

今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

③ 償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年で均等償却しております。 

（4）企業結合日に受入れた資産又は引き受けた負債の額並びにその内訳 

（5）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響額の概算額 

（概算額の算出方法） 

 企業結合が連結会計年度開始に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の

連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額をしております。  

 なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

   被取得企業の名称 株式会社ピーシーデポマックス 

   被取得企業の事業内容   パソコン、周辺機器販売及びインターネット取次業務 

   企業結合を行った主な理由 

九州・中国地区における「PC DEPOT」の店舗展開を目的に平成12年10

月に設立された株式会社ピーシーデポマックスを、完全子会社とする

ことで意思決定のスピードを加速し、従前のMrMax店舗への「インシ

ョップ方式」での主な出店から今後は独立立地の出店等立地の自由度

を高めることで九州地区の出店を拡大することを目的に、株式取得い

たしました。 

   企業結合日  平成21年７月１日 

   企業結合の法的形式  株式取得 

   結合後企業の名称  株式会社ピーシーデポ九州 

   取得した議決権比率  63.2％ 

23,237

19,031

4,206

19,699

流動資産 千円501,298

固定資産 千円24,425

資産合計 千円525,724

流動負債 千円492,783

固定負債 千円27,343

負債合計 千円520,127

売上高 千円658,019

経常利益 千円8,767

当期純利益 千円8,414
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 （注）１  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

   ２  当連結会計年度において、１株当たり情報の算定上の基礎となる「１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の株」及び「普通株式の期中平均株式数」は、信託口が所有する当社株式 株を控除しておりま

す。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額  円37,439.99

１株当たり当期純利益  円3,108.18

１株当たり純資産額  円40,514.17

１株当たり当期純利益  円3,107.98

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（千円）  684,255  676,831

普通株式に係る当期純利益（千円）  684,255  676,831

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（株）  220,147  217,772

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主要な内

訳 

    

新株予約権（株）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

（新株予約権） 

第５回新株予約権     55 個 

第６回新株予約権     364 個 

（新株予約権） 

第５回新株予約権       個 

第６回新株予約権        個 

－

－

5,000
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（注）ロイヤリティ他収入の対象となるフランチャイズ店売上高 千円であり、上記のピーシーデポグループ

を含めた全体の売上高合計額は 千円であります。 

  

    関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストックオプション、退職給付、賃貸等不動

産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。 

    なお、上記の注記事項は、平成22年６月24日に提出予定の当社の「第16期有価証券報告書（平成21年４月１日

から平成22年３月31日）」をご覧ください。  

    

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．平成21年５月12日の取締役会において、取締役及び監

査役の退職慰労金制度を平成21年６月18日開催の定時株

主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしまし

た。 

  

────── 

  

（商品別売上高）

  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

  パソコン本体  10,180,938  23.7  10,787,395  24.1

  モニター  1,549,086  3.6  1,372,539  3.1

  プリンタ  942,013  2.2  936,102  2.1

  周辺機器  12,444,711  29.0  12,367,600  27.6

  アクセサリー・サプライ  4,747,433  11.1  5,197,674  11.6

  ソフト  1,512,706  3.5  1,526,476  3.4

  OA機器・中古・その他  3,975,416  9.3  2,837,230  6.3

 商品売上高計  35,352,304  82.4  35,025,018  78.2

  ロイヤリティー他収入  562,220  1.3  559,295  1.3

  技術サービス・手数料  4,420,938  10.3  6,443,105  14.4

 パソコン等販売事業計  40,335,463  94.0  42,027,419  93.9

 インターネット関連事業計  2,563,960  6.0  2,712,714  6.1

 合計  42,899,424  100.0  44,740,133  100.0

11,835,816

56,575,949

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,200,047 814,539

売掛金 1,357,168 1,825,020

商品及び製品 4,445,364 4,993,256

前払費用 175,790 191,543

繰延税金資産 161,394 149,224

短期貸付金 － 150,000

未収入金 ※2  613,309 ※2  699,918

その他 134,779 140,008

貸倒引当金 △3,400 △7,327

流動資産合計 8,084,453 8,956,184

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,775,453 2,462,542

減価償却累計額 △524,375 △660,289

建物（純額） 1,251,077 1,802,252

構築物 148,604 198,904

減価償却累計額 △83,896 △101,098

構築物（純額） 64,707 97,805

車両運搬具 1,910 1,910

減価償却累計額 △1,499 △1,630

車両運搬具（純額） 410 279

工具、器具及び備品 1,082,112 1,291,541

減価償却累計額 △705,458 △861,130

工具、器具及び備品（純額） 376,653 430,410

土地 103,100 103,100

建設仮勘定 33,705 344,153

有形固定資産合計 1,829,654 2,778,002

無形固定資産   

ソフトウエア 173,071 124,954

電話加入権 16,324 16,324

のれん 144,524 105,416

無形固定資産合計 333,920 246,695

投資その他の資産   

投資有価証券 169,923 203,514

関係会社株式 271,535 294,773

関係会社長期貸付金 － 300,000

長期前払費用 47,718 24,908

繰延税金資産 54,456 59,306
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

差入保証金 1,389,868 1,478,521

敷金 1,208,734 1,313,228

その他 129,168 116,689

投資その他の資産合計 3,271,405 3,790,943

固定資産合計 5,434,980 6,815,641

資産合計 13,519,433 15,771,826

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,476,480 2,518,385

短期借入金 － 800,000

1年内返済予定の長期借入金 321,984 642,180

未払金 ※1, ※2  1,259,488 ※1, ※2  1,332,934

未払費用 132,512 198,087

未払法人税等 419,076 260,867

未払消費税等 107,558 －

前受金 93,867 123,241

預り金 23,466 27,248

賞与引当金 80,658 89,302

商品保証引当金 49,785 33,615

流動負債合計 4,964,877 6,025,862

固定負債   

長期借入金 756,352 1,792,391

役員退職慰労引当金 139,998 －

長期預り保証金 661,666 661,107

長期未払金 － 123,799

退職給付引当金 25,378 －

固定負債合計 1,583,395 2,577,297

負債合計 6,548,273 8,603,160

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,601,196 1,601,196

資本剰余金   

資本準備金 1,868,598 1,868,598

その他資本剰余金 20,006 20,006

資本剰余金合計 1,888,605 1,888,605

利益剰余金   

利益準備金 12,000 12,000

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 3,661,525 4,055,119

利益剰余金合計 3,673,525 4,067,119
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

自己株式 △186,226 △411,462

株主資本合計 6,977,101 7,145,458

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,941 23,207

評価・換算差額等合計 △5,941 23,207

純資産合計 6,971,159 7,168,665

負債純資産合計 13,519,433 15,771,826
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 40,620,200 40,182,840

売上原価   

商品期首たな卸高 5,071,826 4,445,364

当期商品仕入高 30,245,396 30,637,595

合計 35,317,222 35,082,959

商品期末たな卸高 ※1  4,445,364 ※1  4,991,555

商品売上原価 30,871,858 30,091,403

売上総利益 9,748,341 10,091,437

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,094,039 1,207,451

販売手数料 366,029 373,336

役員報酬 86,519 90,867

給料及び手当 2,330,496 2,524,766

賞与 223,389 260,710

賞与引当金繰入額 80,658 89,302

退職給付費用 49,939 47,690

役員退職慰労引当金繰入額 17,142 4,013

減価償却費 335,206 424,036

不動産賃借料 1,614,428 1,736,030

消耗品費 377,997 402,490

その他 2,175,095 2,113,628

販売費及び一般管理費合計 8,750,942 9,274,323

営業利益 997,398 817,114

営業外収益   

受取利息 6,402 9,705

受取配当金 33,318 18,767

販売奨励金 72,412 72,033

受取賃貸料 114,138 128,268

受取手数料 33,307 44,351

その他 104,312 69,879

営業外収益合計 363,892 343,006

営業外費用   

支払利息 10,409 34,455

支払手数料 － 1,092

賃貸費用 107,840 126,076

その他 5,627 6,852

営業外費用合計 123,878 168,477

経常利益 1,237,413 991,643
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

関係会社株式売却益 － 1,287

貸倒引当金戻入額 110 －

確定拠出年金移行差益 － 39,481

特別利益合計 110 40,768

特別損失   

固定資産除却損 ※2  16,375 ※2  7,513

投資有価証券評価損 9,457 －

関係会社株式評価損 26,588 －

減損損失 － ※3  13,595

本社移転費用 ※4  27,747 －

店舗閉鎖損失 4,619 28,390

解約違約金等 － 32,000

たな卸資産評価損 36,366 －

特別損失合計 121,155 81,499

税引前当期純利益 1,116,367 950,911

法人税、住民税及び事業税 505,440 407,187

法人税等調整額 8,184 △2,708

法人税等合計 513,624 404,479

当期純利益 602,742 546,432
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,601,196 1,601,196

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,601,196 1,601,196

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,868,598 1,868,598

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,868,598 1,868,598

その他資本剰余金   

前期末残高 20,006 20,006

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,006 20,006

資本剰余金合計   

前期末残高 1,888,605 1,888,605

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,888,605 1,888,605

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 12,000 12,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,000 12,000

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,212,885 3,661,525

当期変動額   

剰余金の配当 △154,102 △152,839

当期純利益 602,742 546,432

当期変動額合計 448,640 393,593

当期末残高 3,661,525 4,055,119

利益剰余金合計   

前期末残高 3,224,885 3,673,525

当期変動額   

剰余金の配当 △154,102 △152,839
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 602,742 546,432

当期変動額合計 448,640 393,593

当期末残高 3,673,525 4,067,119

自己株式   

前期末残高 △186,226 △186,226

当期変動額   

自己株式の取得 － △225,236

当期変動額合計 － △225,236

当期末残高 △186,226 △411,462

株主資本合計   

前期末残高 6,528,461 6,977,101

当期変動額   

剰余金の配当 △154,102 △152,839

当期純利益 602,742 546,432

自己株式の取得 － △225,236

当期変動額合計 448,640 168,357

当期末残高 6,977,101 7,145,458

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,263 △5,941

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,205 29,148

当期変動額合計 △10,205 29,148

当期末残高 △5,941 23,207

純資産合計   

前期末残高 6,532,725 6,971,159

当期変動額   

剰余金の配当 △154,102 △152,839

当期純利益 602,742 546,432

自己株式の取得 － △225,236

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,205 29,148

当期変動額合計 438,434 197,505

当期末残高 6,971,159 7,168,665
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  (2）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切り下げの方法により算

定） 

商品 主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切り下げの方法により算

定） 

  （会計方針の変更） 

 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、当事

業年度より「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日公表分）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、従来の方法によっ

た場合に比べて、売上総利益、営業利益、

経常利益が33,500千円減少し、税引前当期

純利益は 69,866千円減少しております。 

────── 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 但し、平成10年４月１日以降取得した

建物（附属設備を除く）については、定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物        ６年～47年 

工具器具及び備品  ３年～15年  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用ソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）長期前払費用 

 定額法によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

  (4）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

(4）リース資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当期負担額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）商品保証引当金 

 商品の５年間保証に備えるため、過去

の実績に基づき、将来顕在化すると見込

まれる金額を計上しております。 

(3）商品保証引当金 

同左 

  

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。 

(4）退職給付引当金 

当事業年度より、適格退職年金制度か

ら、確定拠出年金制度へ移行いたしまし

た。なお、当該移行に伴う制度の終了損

益として、当事業年度において特別利益

の確定拠出年金移行差益に 千円計

上しております。 

39,481

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため

内規に基づく期末要支給額を計上してお

りましたが、平成21年６月18日開催の定

時株主総会終結の時をもって役員退職慰

労金制度を廃止し、同株主総会において

役員退職慰労金の打ち切り支給が承認さ

れました。打ち切り支給に関する支払い

時期は各役員の退任時であるため、役員

退職慰労引当金 千円を取り崩

し、固定負債の「長期未払金」に計上し

ております。  

123,799

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。 

────── 

  

（追加情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── （株式給付信託（J-ESOP）における会計処理方法） 

 当社は、平成22年３月15日取締役会において、従業員の

新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社

の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主

の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業

員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信

託（J-ESOP）」を導入することを決議いたしました。  

 この導入に伴い、平成22年３月19日付けで資産管理サー

ビス信託銀行株式会社（信託口）が当社株式 株を取

得しております。 

 当該株式給付信託に関する会計処理については、経済的

実態を重視する観点から、当社と信託口は一体であるとす

る会計処理をしており、信託口が所有する当社株式や信託

口の資産及び負債並びに費用及び収益については当社貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び連結キャ

ッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。 

 このため、自己株式数については、信託口が所有する当

社株式を自己株式数に含めて記載しております。 

 なお、平成22年３月31日現在において信託口が所有する

自己株式数は 株であります。 

  

5,000

5,000
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。

未払金 千円247,932 未払金 千円197,395

※２ フランチャイズ店との共同購入による仕入債務のう

ち、フランチャイズ店が負担する部分は当社がフラン

チャイズ店から入金を受けたうえで支払いを行ってお

ります。当社は当該金額を未払金として認識し、これ

に対応してフランチャイズ店に対する未収入金を計上

しております。未収入金及び未払金のうち、このよう

な処理に基づく期末残高合計は、未収入金456,236千

円、未払金922,243千円となっております。 

※２ フランチャイズ店との共同購入による仕入債務のう

ち、フランチャイズ店が負担する部分は当社がフラン

チャイズ店から入金を受けたうえで支払いを行ってお

ります。当社は当該金額を未払金として認識し、これ

に対応してフランチャイズ店に対する未収入金を計上

しております。未収入金及び未払金のうち、このよう

な処理に基づく期末残高合計は、未収入金 千

円、未払金 千円となっております。 

496,280

916,509

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。   

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。   

  千円33,500   千円3,457

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円11,189

工具、器具及び備品 千円3,631

 そ の 他 千円1,554

 合 計 千円16,375

建物及び構築物 千円4,503

工具、器具及び備品 千円3,010

 合 計 千円7,513
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 当社は、平成22年３月15日取締役会にて、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付する、

「株式給付信託（J-ESOP）」の導入を決議しており、平成22年３月19日付にて、資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託口）が当社株式を 株取得しております。 

     なお、自己株式数については、当連結会計年度末に信託口が所有する当社株式 株を自己株式数に含めて

記載しております。 

   ２ 自己株式の増加 株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加及び信託口が所有する当社株式で

あります。 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────── ※３ 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて固定資産の減損損失を計上いたしました。 

  
   当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して主として店舗を基本単位としてグルーピングして

おります。営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スで、資産グループの固定資産簿価を全額回収できる

可能性が低いと判断した店舗について、当該資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（ 千円）として特別損失に計上し

ました。 

※減損損失の内訳 

   当該資産グループの固定資産回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、主に固定資産税評価額及

び減価償却計算に用いられている税法規定等に基づく

残存価額を基に評価しています。 

場所 用途 種類 

神奈川県 営業店舗 
建物及び構築物 
その他有形固定資産 

13,595

場所 

減損損失 
（千円） 

建物及び 
構築物 

その他 計 

神奈川県  9,221  4,374  13,595

※４ 本社移転費用は、当事業年度に発生した原状回復費

や固定資産除却損等であります。   

────── 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  4,873  －  －  4,873

合計  4,873  －  －  4,873

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 （注）１、２  4,873  8,611  －  13,484

合計  4,873  8,611  －  13,484

5,000

5,000

8,611
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方針によ

っており、その内容は次のとおりであります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方針によ

っており、その内容は次のとおりであります。 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具、器具
及び備品 

 158,542  100,474  28,464  29,603

合計  158,542  100,474  28,464  29,603

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具、器具
及び備品 

 43,143  38,432  4,711

合計  43,143  38,432  4,711

② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円25,664

１年超 千円4,925

合計 千円30,590

１年内 千円4,919

１年超 千円－

合計 千円4,919

リース資産減損勘定の残高 千円10,842 ────── 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円48,232

リース資産減損勘定の取崩額   千円9,292

減価償却費相当額 千円46,253

支払利息相当額 千円903

減損損失 円－

支払リース料 千円25,682

リース資産減損勘定の取崩額 千円10,842

減価償却費相当額 千円24,603

支払利息相当額 千円308

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料 

１年内 千円206,622

１年超 千円742,583

合計 千円949,206

２．オペレーティング・リース取引 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料 

１年内 千円205,822

１年超 千円581,161

合計 千円786,983
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

（繰延税金資産） 

流動資産 

未払事業税否認額 千円33,841

未払事業所税否認額 千円6,797

賞与引当金否認額 千円32,779

貸倒引当金否認額 千円1,381

商品保証引当金否認額 千円20,232

商品評価損否認額 千円53,683

その他 千円12,677

計 千円161,394

固定資産 

役員退職慰労引当金否認額   千円56,895

固定資産減損損失否認額 千円21,583

投資有価証券評価損否認額 千円29,024

関係会社株式評価損否認額 千円57,389

その他 千円43,186

小計 千円208,079

評価性引当額 千円△153,622

計 千円54,456

繰延税金資産合計  千円215,851

  

（繰延税金資産） 

流動資産 

未払事業税否認額 千円23,394

未払事業所税否認額 千円6,662

賞与引当金否認額 千円36,292

貸倒引当金否認額 千円2,977

商品保証引当金否認額 千円13,661

商品評価損否認額 千円35,160

その他 千円31,075

計 千円149,224

固定資産 

役員退職慰労引当金否認額 千円50,311

固定資産減損損失否認額 千円20,348

投資有価証券評価損否認額 千円27,383

関係会社株式評価損否認額 千円57,389

その他 千円40,296

小計 千円195,729

評価性引当額 千円△135,084

繰延税金負債(固定)との相殺 千円△1,338

計 千円59,306

繰延税金資産合計  千円208,530

  

（繰延税金負債） 

固定負債  

その他有価証券評価差額金  千円△1,338

繰延税金資産(固定)との相殺 千円△1,338

計  千円－

繰延税金負債合計 千円－

差引：繰延税金資産の純額 千円208,530

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 ％40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
％0.3

受取配当金等永久に益金算入されな

い項目 
％△1.2

住民税均等割額 ％2.0

留保金課税額 ％1.8

評価性引当金の増減 ％2.9

その他 ％△0.4

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
％46.0

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。 

 （注）１ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

    ２ 当事業年度において、１株当たり情報の算定上の基礎となる「１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の株」及び「普通株式の期中平均株式数」は、信託口が所有する当社株式 株を控除しております。 

  

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円31,665.93

１株当たり当期純利益 円2,737.91

１株当たり純資産額 円33,888.63

１株当たり当期純利益 円2,509.20

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

損益計算書上の当期純利益（千円）  602,742  546,432

普通株式に係る当期純利益（千円）  602,742  546,432

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（株）  220,147  217,772

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主要な内

訳 

    

新株予約権（株）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

（新株予約権） 

第５回新株予約権      55 個 

第６回新株予約権      364 個 

（新株予約権） 

第５回新株予約権        個 

第６回新株予約権         個 

－

－

5,000
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

② その他の役員の異動（平成22年６月23日付予定） 

  ・新任取締役候補者 

    取締役 大林 厚臣（社外取締役） 

  ・退任予定取締役 

    取締役 須藤 直久（現 債権管理部）  

 以 上       

  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．平成21年５月12日の取締役会において、取締役及び監

査役の退職慰労金制度を平成21年６月18日開催の定時株

主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしまし

た。 

────── 

  

６．その他
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