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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 21,934 16.3 374 △41.0 377 △41.2 67 △81.9
21年3月期 18,853 19.3 635 △22.7 642 △22.4 372 △7.8

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 651.17 631.18 2.4 7.3 1.7
21年3月期 3,588.60 3,476.46 13.7 13.5 3.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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 5,364 2,883 52.4 27,186.64
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  2,810百万円 21年3月期  2,829百万円

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 △138 △132 △86 1,740
21年3月期 485 △289 △133 2,098

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 ― 0.00 ― 850.00 850.00 87 23.7 3.2
22年3月期 ― 0.00 ― 900.00 900.00 93 138.2 3.2
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 900.00 900.00 37.2

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

11,419 10.0 121 △12.2 121 △14.4 46 △19.5 444.96

通期 24,000 9.4 500 33.4 500 32.4 250 371.4 2,418.28
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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の変更」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、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名
旧株式会社プレミア・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 105,251株 21年3月期 105,251株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,872株 21年3月期  1,872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 13,581 △6.1 384 △36.4 456 △32.7 260 △35.3
21年3月期 14,462 △0.0 604 △26.2 677 △21.4 402 △2.9

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 2,519.98 2,442.61
21年3月期 3,876.79 3,755.65

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 4,638 3,041 65.6 29,416.39
21年3月期 4,446 2,866 64.5 27,726.90

（参考） 自己資本 22年3月期  3,041百万円 21年3月期  2,866百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては３ページ「１．経営成績 (1) 経営成績の分析」をご覧下さい。 
２．個別実績については、当社への株式会社ピーアンドピー・キャリアの各拠点の譲受、株式会社ピーアンドピーコンシューマーズの吸収合併、当社からの
株式会社ピーアンドピー・キャリアへの契約の一部移管等行っており、単純な前年実績との比較にはなっておりません。 
３．個別業績予想に関しては、現在子会社と重複している業務に関し、整理を行っている最中であり、比較対象となる正確な予測数値を出すことが困難で
あるため、今回は開示を控えさせて頂きます。また、個別の業績予想に関しては、投資情報としての有益性が低いと判断しております。 
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① 経営成績に関する分析 

当期におけるわが国の経済状況は、昨年の急激な景況悪化の影響を引きずる形で始まり、各企業のコ

スト削減の動きが続いたものの、政府の経済対策の実施・円高による原材料費の低下・東アジアを中心

とした経済回復の影響等より、一部景気回復の兆しが見え始めました。一方で実体経済においては、各

企業の設備投資及び雇用に対する姿勢は消極的であり、2010年２月１日時点での大学生（2010年３月卒

業予定）の就職内定率は、80.0％※1と1996年の調査開始以降 低の状況となったほか、2009年度の完全

失業率は5.2％※2と、前年度より1.1ポイントも悪化いたしました。一般消費においても先行きが不透明

な中で、消費は伸び悩み生活防衛に対する消費者の意識は依然として固い状況となり、今後も飛躍的な

景気回復には時間を要するものと考えられます。 

当社の主要マーケットである移動体通信業界につきましては、割賦販売の影響などで販売台数は伸び

悩んでいるものの、2010年３月末時点での携帯電話の契約数は112,183千台※3と、対前年同期比で4.4％

※3増となり、緩やかな市場拡大となりましたが、一方で各キャリアの競争激化、販売商材の複雑化（ス

マートフォン・データカード等）などの影響により、店頭での販売訴求・説明のニーズは依然として高

い状況が続いております。 

デジタル家電業界におきましては、政府の経済対策により薄型テレビを中心とした販売台数が伸び、

2009年度のテレビの販売台数は1,394万台※4、前年比34％増※4と、販売数を大きく伸ばしました。しか

しながら、各メーカーの販売促進費における考えは消極的であり、大型キャンペーン等のニーズは低調

な推移を示しました。 

ストア系業界におきましては、消費者の節約志向の高まりを受け、各小売店では値下げ競争が激化の

一途をたどり、その結果各GMSやスーパーなどの業績に大きく影響を及ぼし、コスト削減の動きが更に

高まりました。 

人材サービス分野におきましては、企業の雇用悪化に合わせ、各種事務派遣部門での人材ニーズの縮

小は引続いているものの、ポイントカード・電子マネーの普及によるカード会員獲得支援、ネット販売

市場・通販市場の拡大に合わせたコールセンター支援のニーズは高まりの様相を呈しております。 

棚卸代行サービス市場におきましては、各企業で人員削減・固定費削減の動きが高まったことから、

業務の効率化・人件費の抑制を目的とした外部への棚卸代行業者への委託ニーズが緩やかに拡大したほ

か、ガバナンス強化のため、１社独占の発注から数社発注への切替えニーズも増加傾向にありました。

このような環境のもと、当期における当社の活動といたしましては、クライアントの全てのニーズに

応えるためのサービス体制強化の一環として2009年７月１日に事務派遣・コールセンター業務に強みを

持つ、旧株式会社プレミア・スタッフ（現株式会社ピーアンドピー・キャリア）の株式を取得し、グル

ープ会社化を行いました。また、「品格と高付加価値の創造を行動に移す」というスローガンの下、新

たなサービスの開発・顧客ニーズの開拓に着手し、SPO（セールス・プロセス・アウトソーシング）サ

ービスに更なる価値を付加するため、調査業務の拡大・新規事業の立上・新たな業種の開拓を推進して

まいりました。収益面への取組といたしましては、「P&Pグループリバイバルプラン」を掲げ、積極的

な販管費の削減に取組み、グループ内での業務効率化とスケールメリットを生かした各種契約条件の見

直し、グループ内の重複業務の見直し・拠点の統合等を行ってまいりました。 

この結果、当期連結会計期間の連結売上高は21,934,227千円（前期比16.3％増）となり、売上高では

200億円の大台を突破し、23期連続で売上高を更新しましたが、連結経常利益は377,715千円（前期比

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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41.2％減）、連結当期純利益は67,317千円（前期比81.9％減）となり前期を下回る結果となりまし

た。 

（イ） 事業部門別 

（ⅰ）アウトソーシング事業 

アウトソーシング事業では、派遣契約クライアントへの請負提案を積極的に実施し、請負化に向

けた取組を行い、一部のクライアントで請負契約に切替る等ありましたが、請負契約が主体のキャ

ンペーン案件縮小の影響を受け、当期の売上高は6,749,018千円となりました。 

（ⅱ）人材派遣事業 

人材派遣事業では、事務派遣の案件は縮小傾向が続いたものの、2009年７月に事務派遣、コール

センター派遣を中心とした事業を展開する旧株式会社プレミア・スタッフ（現株式会社ピーアンド

ピー・キャリア）を子会社化したことで、売上を大きく伸ばし、当期の売上高15,185,209千円とな

りました。 

（ロ） 取扱商材分野別 

（ⅰ）モバイル・デジタル 

モバイル分野では、携帯電話の販売数が縮小している中で、売りに直結する販売スキルの高いス

タッフや固定通信網とセットで説明・販売できるスタッフなど、高スキルスタッフへのニーズが堅

調に推移し、コンスタントに案件獲得できたほか、北関東エリアへの営業拡大に注力したことで、

売上に大きく貢献いたしました。一方でデジタル分野では、各メーカーが販売促進費を抑えたこと

により、キャンペーン案件が縮小し、その結果売上に大きく影響を及ぼし、当期の売上高は

10,233,486千円となりました。 

（ⅱ）ストアサービス 

ストアサービス分野では、大手クライアントでありますGMSやスーパーマーケット等の各小売ク

ライアントの業績が厳しい中で、固定費削減の気運が高まり、生鮮技術者・レジ派遣等のニーズ縮

小の影響を大きく受けた結果、当期の売上高は3,292,828千円となりました。 

（ⅲ）人材サービス 

人材サービスにおいては、企業の事務派遣のニーズ縮小は続いているものの、上場企業であると

いう信用性を売りに、入札案件の獲得による売上拡大が出来たほか、事務派遣・コールセンター派

遣を行っている株式会社ピーアンドピー・キャリアの売上純増が大きく寄与した結果、当期の売上

高は6,222,138千円となりました。 

（ⅳ）棚卸サービス 

棚卸代行サービス分野では、各企業の人件費削減・固定費削減の動きを受け、棚卸委託のニーズ

が高まり、案件が拡大したほか、コンビニエンスストアクライアントの他社枠の獲得が進んだこと

が影響した結果、当期の売上高は2,185,773千円となりました。 

（ハ） 地域別 

（ⅰ）東日本 

当期の東日本の取組みといたしましては、全国一括受注の窓口獲得、新サービス分野の開 

発、拠点を生かした営業エリアの拡大を中心に注力してまいりました。その結果、当期の売上高は

15,005,049千円となりました。 

（ⅱ）西日本 

西日本の取組といたしましては、新規営業獲得に注力したほか、官公庁の入札案件も積極的に取
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組み、売上拡大を図ってまいりました。また、株式会社ピーアンドピー・キャリアを子会社化し

たことで、四国エリアに出店することができ、売上拡大に大きく寄与しました。その結果、当期の

売上高は6,929,178千円となりました。 

（注）*1：出典：厚生労働省「平成21年度大学卒業予定者の就職内定状況調査（平成22年２月 

      １日現在）について」 

    *2：出典：総務省「労働力調査」 

    *3：出典：（社）電気通信事業協会「携帯電話/IP接続サービス/PHS/無線呼び出し契約 

       数」 

    *4：出典：GFKマーケティングサービスジャパン㈱「市場動向レポート」 

② 次期の見通し 

次期の事業年度におけるわが国の経済見通しといたしましては、中国をはじめとするアジア新興諸国

の経済成長を背景に、国内企業の一部では業績回復の兆しが見え始め、国内の景況感も 悪期を抜け、

緩やかな回復傾向にありますが、全般的には依然として雇用や所得に対する不安が強く、個人消費につ

いても回復にはなお時間を要するものと予想されます。 

このような状況の中、当社の主力事業であります人材ビジネスに関する業界におきましては、労働者

派遣法改正の動きが強まる中、更に厳格なコンプライアンスへの対応が要請されるほか、クライアント

へのサービス提供の体系を大きく変化させる必要が出てくる可能性が高まるものと考えております。 

一方、当社が支援しておりますクライアントの国内市場の状況におきましては、個人消費が緩やかな

兆しが見えるものの、飛躍的な消費拡大の予想は難しく、今後も各市場において、競争の激しさは増す

ことが予想されます。そのため、当社の提供するサービス分野においては、より高い次元でのサービス

提供が必須となってくることが見込まれます。特に通信キャリア・家電メーカー・一般消費財メーカー

におきましては、より販売実績の高さや多商材の知識と販売スキルを評価基準として重点を置くと想定

されるため、高スキルスタッフ育成のための教育体制整備必要となってくるほか、営業支援・販売支援

に係る全ての分野でのサービスのご提案と運営等が必要となってくると予想されます。また、小売・流

通クライアントに対しては、バックヤード部門の効率化という側面だけでなく、CS（お客様満足度）向

上の取組や集客支援といったサービス提供が重要になってくると考えております。サービス提供が重要

になってくると考えております。 

このような環境の下、当社といたしましては、2008年より掲げてまいりました「品格と高付加価値の

創造」を定着させる年とすることを行動理念とし、2010年度も①コンプライアンスと内部管理体制の強

化、②高付加価値サービスの創造、③P&Pブランドの向上に努めてまいります。特に高付加価値の創造

においては、これまでSPO事業で培ってきたノウハウを生かした、販売支援のワンストップソリューシ

ョン企業として、人材分野だけでなく、商品コンセプトから、展開方法、販促ツールの提案、流通現場

でのマーケティング調査、分析までを行うため、アライアンスを含めた組織強化に取組み、人材サービ

ス以外の新分野への事業拡大も睨んだ営業強化に取組んでいく所存です。 

これらの見通しを前提にした平成23年３月期の連結業績予想は売上高24,000百万円（当期比9.4％

増）、営業利益500百万円（当期比33.4％増）、当期純利益250百万円（当期比371.4％増）を予定して

おります。 

なお、次期の見通しにつきましては、予測しない経済状況などの変化等により変動する場合があり、

当社として保証するものではないことをご了承ください。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は5,364,108千円（前連結会計年度末比8.8％増）となりました。流動資産

は現金及び預金が141,320千円増加したほか、売掛金が597,516千円が増加し4,314,524千円となりまし

た。固定資産は、有形固定資産が11,457千円増加し、無形固定資産は当第２四半期連結子会社増による

のれんの増加等により48,025千円増加し、投資その他資産は差入保証金等の増加により90,077千円増加

したことにより1,043,144千円となりました。繰延資産は償却2,759千円により6,439千円となりまし

た。 

（負債） 

当連結会計年度末の負債は2,480,244千円（前連結会計年度末比22.4％増）となりました。流動負債

は買掛金が387,578千円、未払金が105,484千円、未払費用が17,830千円等が増加し、未払法人税等が

85,305千円減少しましたが、差し引き425,178千円増加し2,265,144千円となりました。また、固定負債

は役員退職慰労引当金が25,201千円増加したこと等により28,265千円増加し215,100千円となりまし

た。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は2,883,863千円（前連結会計年度末比0.6％減）となりました。利益剰余

金は当期純利益の計上67,317千円、剰余金の配当87,872千円を差し引き20,554千円減少し、949,165千

円となりました。また、少数株主持分は、連結子会社が利益を計上したことにより1,037千円増加し

73,335千円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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358,430千円減少し

1,740,425千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上255,660千円、売上債権の

減少367,752千円等によるキャッシュ・フローの増加要因があり、仕入債務の減少223,742千円、未払

金及び未払費用の減少303,292千円等によるキャッシュ・フロー減少要因・法人税等の支払額285,852

千円等により差し引き△138,693千円となりました。 

（投資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・フローは、子会社株式取得による支出14,897千円、有形固定資産の取

得による支出65,099千円、無形固定資産の取得による支出33,627千円等により差し引き△132,893千

円となりました。 

（財務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・フローは、配当金の支払による86,843千円の支出となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

 （注）各指標の算出は、以下の算式を使用しております。 

    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 

   ※ 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

おります。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しており

ます。 

当社は利益配分について、株主への利益還元を重要な課題と考え、今後の事業展開のための財務体質

の充実を勘案しながら、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。 

なお、当期の配当金につきましては、年間１株あたり900円を予定しております。 

① 個人情報の管理について 

平成17年４月より施行された個人情報保護法は、当社及び人材ビジネス業界にも影響があり、それに

対する取組みを誤れば、企業の存続に影響が生じる可能性があります。 

当社では、この問題を重視し、従来より規定している個人情報管理規程を見直したうえで運用を厳格

化しております。さらに、財団法人 日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークを取得（第

A860391(02)）するなど、個人情報管理体制の強化を行っております。 

従いまして、当社では個人情報が漏洩する危険性は極めて低いと考えておりますが、万一、何らかの

原因により個人情報が外部に漏洩するような事態が発生した場合には、当社に対する社会的信用の低下

による売上の減少または損害賠償による費用の発生等が起こることも考えられ、当社業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 ② 社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入及び料率改定の影響について 

社会保険適用事業所が社員を雇用する場合、健康保険法及び厚生年金保険法により、社員を社会保険

に加入させる義務があります。これにより、現場業務を担当するスタッフを含めた当社の雇用する労働

者で社会保険適用該当者については、社会保険への加入を徹底しておりますが、今後加入対象者の要件

が変更になった場合には、当社スタッフの加入対象者が増加します。また、平成16年の年金制度改革に

より、厚生年金保険料の料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることから、平成29年まで毎年

0.177％ずつ引上げられ、会社負担が毎年増加していく事が決定しております。 

このように、社会保険制度の改正による保険料率や被保険者の範囲等に変更がある場合には、当社業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(％) 57.4 52.4

時価ベースの自己資本比率(％) 37.8 39.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) ─ ─

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 159.1 △25.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 ③  スタッフの確保について 

当社の事業における重要な要素の一つは、現場業務を担当するスタッフであります。当社事業の継続

的な発展は、質の高いスタッフの確保如何にかかっていると言っても過言ではありません。今後受注量

をさらに拡大させていくためには、スタッフ確保対策を一層強化していく必要があります。 

そこで当社は、募集方法を多様化し、ＷＥＢ媒体に重点を置いた募集方法を採用するとともに、採用

拠点の多様化など、求職者にとって応募しやすい環境を整えてまいります。さらに採用したスタッフの

能力に合わせた独自のステップアップ研修メニューを実施することで、質の高いスタッフの確保及び採

用可能なスタッフの範囲拡大を図っていく所存であります。今後計画通りにスタッフの確保ができない

場合には、当社の成長の制約要因となる可能性があります。 

 ④  競合について 

当社が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業については、既に上場している会社を含めて競合

会社が多数存在しております。また、比較的参入が容易なことから、競合がさらに激化する可能性もあ

ります。当社においては、スタッフへの教育・研修、コンプライアンス体制の構築、個人情報管理体制

の整備、商品コンセプトの提案から現場での販売促進、消費者の反応のフィードバックから販売状況等

の分析までワンストップでサービスの提供を行う、販売支援のワンストップソリューション企業として

サービスを展開することにより、付加価値を高め、競合会社との差別化を図り、競合に打ち勝つべく努

力していく方針でありますが競争激化に伴う低価格化等の動向によっては、業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 ⑤  全国展開への対応について 

クライアントの販促における展開が、マスメディア媒体を中心としたものから、現場を中心とした直

接的な販促活動に移行しつつあることにより、当社は、全国拠点網を活かし、クライアントの全国一括

受注ニーズにタイムリーに対応する体制を充実させ、受注体制の強化を図ってきております。しかしな

がら、これらの全国一括受注への対応が適切に行われない場合には、当社の成長の阻害要因になる可能

性があります。 

 ⑥  代表取締役への依存について 

当社は、現在の代表取締役である山室正之によって創業され、山室正之は今日に至るまで当社の経営

方針の決定、事業推進上の意思決定、人材の採用・教育などに重要な役割を果たしており、今後ともこ

の状態は継続するものと考えられます。 

これに対して当社は、代表取締役からの権限委譲を進めるほか、内部統制システムによる経営会議、

営業会議などの合議制による内部意思決定体制が機能しており、組織そのものもフラットで意思疎通過

程がシンプルで分かりやすい構成になっており、組織として事業経営を推進していく体制を整えており

ます。 

しかしながら、代表取締役が当社における業務を健全に遂行できなくなる事態が生じた場合には、当

社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦ 代表取締役及びその近親者の出資する会社との関係について 

当社代表取締役である山室正之及びその近親者、並びにそれらの者が議決権の過半数を保有する会社

が当社の議決権の過半数を所有しており、山室正之は支配株主に該当いたしますが、コーポレートガバ

ナンス体制を十分に機能させることにより、適切な事業運営に努めております。 
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 ⑧  会社規模について 

当社は平成22年3月31日現在の役職員数（内勤者のみ）が497名と中規模な組織であり、内部管理体制

もこのような規模に応じたものとなっております。内部監査機能については、かかる組織規模に応じた

ものとなっており、内部監査室によって実施しております。当社は、今後の企業規模及び事業の拡大に

応じて人員の増強を図るとともに、内部管理体制・内部監査機能も強化していく方針であります。しか

しながら、業務の拡大に対して適切かつ十分な人的・組織的対応ができなかった場合は、事業の拡大に

影響を与える可能性があります。 

 ⑨  法的規制について 

当社は、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可を取得し、人材派遣事

業を営んでおり、労働者派遣法に基づく規制を受けております。また、職業安定法に基づく有料職業紹

介事業も行っており、職業安定法に基づく規制を受けております。その他、当社が行うアウトソーシン

グ事業及び人材派遣事業に適用のある労働基準法などをはじめとした労働関連法令について、労働市場

を取り巻く社会情勢の変化などに応じて、改正ないし解釈の変更などがあった場合、当社の事業計画・

業績にもその影響を与える可能性があります。 
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当社（株式会社ピーアンドピー：Ｐ＆Ｐ）グループは、子会社3社（株式会社ピーアンドピー・イン

ベックス：ＰＰＩ、株式会社ピーアンドピー・キャリア：ＰＰＣ、株式会社ジャパンプロスタッフ：Ｊ

ＰＳ）により構成されており、アウトソーシング（セールス・プロセセス・アウトソーシング）事業及

び人材サービス事業（人材派遣・人材紹介）を主たる事業としております。 

（事業系統図） 

2. 企業集団の状況
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当社グループは、「クライアントに役立ち円滑な商品流通を実現して消費者文化の向上に貢献す

る」、「働く人に充分な教育研修を行い顧客満足度を高める」、「社業を通じてクライアントと働く人

の成長発展に貢献する」ことを経営理念として掲げ、クライアント、働く人、消費者へ貢献すること

が、ひいては当社グループの成長発展へと繋がっていくと考えております。これを基に「品格と高付加

価値の創造」を基本方針に据え、コンプライアンス体制・内部統制の強化を継続的に行い、常にクライ

アント、働く人、消費者への貢献度を高める事を念頭に置いたサービスの拡充、付加価値の創造を行っ

ていくことで、社会的責任を果たし、継続的かつ安定的な企業成長を目指し、全てのステークホルダー

の皆様にとって、価値のある企業グループとなることを目指してまいります。 

当社グループは、売上高成長率を経営指標として重視しており、毎年10％の売上高成長率を目指して

まいります。また、今後はSPO事業の強化と新規事業分野への進出に取組んでいく事で、他社との差別

化・付加価値の向上を目指し、売上規模の拡大と同時に利益率の維持向上に努めることで効率経営を図

っていく方針です。 

当社グループは、これまでメーカー等の営業部隊の一員として、量販店など小売店への営業促進から

店頭販売に至るまでセールス・プロセス活動をトータルに支援するアウトソーシング事業（ＳＰＯ）を

事業の中核として取組んでまいりましたが、今後は「高付加価値の創造」という観点より、人材サービ

ス企業から、一歩進んだ販売支援のワンストップソリューション企業として、これまでSPO事業で培っ

てきたノウハウを生かし、人材分野だけでなく、商品コンセプトから、展開方法、販促ツールの提案、

流通現場でのマーケティング調査、分析までを行える企業グループを目指していく所存です。 

事業の安定性とリスク分散を鑑み、今後は新たな事業分野の柱となる新規商材及び、新規分野の開拓

も積極的に取り組み、更なる企業価値の創造に邁進していく所存です。 

また、全てのステークホルダーに対し、「知名度の向上」を目指し、積極的な企業PR活動を行う事

で、当社グループの企業ブランド向上に注力してまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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 1,599,105 1,740,425

売掛金 1,810,606 2,408,122

有価証券 499,751 －

商品 2,067 5,082

前払費用 45,191 89,044

繰延税金資産 39,727 40,836

その他 32,246 35,331

貸倒引当金 △3,338 △4,319

流動資産合計 4,025,358 4,314,524

固定資産

有形固定資産

建物 81,438 86,127

減価償却累計額 △18,021 △22,606

建物（純額） 63,417 63,520

車両運搬具 14,593 14,593

減価償却累計額 △10,640 △11,901

車両運搬具（純額） 3,953 2,692

工具、器具及び備品 134,376 216,895

減価償却累計額 △109,693 △139,459

工具、器具及び備品（純額） 24,683 77,435

建設仮勘定 42,184 2,047

有形固定資産合計 134,238 145,695

無形固定資産

ソフトウエア 124,900 120,707

ソフトウエア仮勘定 9,425 －

電話加入権 8,265 11,802

のれん 178,212 236,319

無形固定資産合計 320,803 368,829

投資その他の資産

投資有価証券 5,058 8,738

関係会社株式 － 14,897

破産更生債権等 17,034 30,058

長期前払費用 18,869 11,698

繰延税金資産 75,342 86,541

差入保証金 255,631 313,881

保険積立金 77,260 83,879

その他 4,010 7,151

貸倒引当金 △14,666 △28,227
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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)

投資その他の資産合計 438,541 528,618

固定資産合計 893,583 1,043,144

繰延資産

開業費 9,199 6,439

繰延資産合計 9,199 6,439

資産合計 4,928,141 5,364,108

負債の部

流動負債

買掛金 1,090,440 1,478,018

未払金 185,492 290,977

未払費用 101,161 118,991

未払法人税等 202,429 117,124

未払消費税等 178,422 139,028

預り金 43,603 67,131

賞与引当金 32,512 18,057

その他 5,903 35,815

流動負債合計 1,839,966 2,265,144

固定負債

長期未払金 12,173 15,185

退職給付引当金 2,715 2,768

役員退職慰労引当金 171,946 197,147

固定負債合計 186,834 215,100

負債合計 2,026,800 2,480,244

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 969,720 949,165

自己株式 △58,427 △58,427

株主資本合計 2,831,005 2,810,450

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,963 77

評価・換算差額等合計 △1,963 77

少数株主持分 72,298 73,335

純資産合計 2,901,340 2,883,863

負債純資産合計 4,928,141 5,364,108
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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 18,853,826 21,934,227

売上原価 14,899,448 17,952,105

売上総利益 3,954,377 3,982,122

販売費及び一般管理費 3,319,330 3,607,182

営業利益 635,046 374,939

営業外収益

受取利息及び配当金 7,799 4,033

受取補償金 3,575 －

保険解約返戻金 7,437 －

その他 2,989 8,379

営業外収益合計 21,801 12,412

営業外費用

支払利息 3,049 5,518

固定資産処分損 8,029 －

その他 3,555 4,116

営業外費用合計 14,635 9,635

経常利益 642,213 377,715

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 4,141

役員退職慰労引当金戻入額 － 6,303

特別利益合計 － 10,444

特別損失

前期損益修正損 13,865 22,761

固定資産除却損 － 776

事務所移転費用 4,636 11,641

事業構造改善費用 － 84,320

和解金 － 13,000

特別損失合計 18,502 132,499

税金等調整前当期純利益 623,710 255,660

法人税、住民税及び事業税 309,655 201,013

法人税等調整額 △54,044 △13,707

法人税等合計 255,611 187,305

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,522 1,037

当期純利益 372,622 67,317
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(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 1,375,589 1,375,589

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,375,589 1,375,589

資本剰余金

前期末残高 544,123 544,123

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 544,123 544,123

利益剰余金

前期末残高 675,952 969,720

当期変動額

剰余金の配当 △78,855 △87,872

当期純利益 372,622 67,317

当期変動額合計 293,767 △20,554

当期末残高 969,720 949,165

自己株式

前期末残高 △2,985 △58,427

当期変動額

自己株式の取得 △55,441 －

当期変動額合計 △55,441 －

当期末残高 △58,427 △58,427

株主資本合計

前期末残高 2,592,680 2,831,005

当期変動額

剰余金の配当 △78,855 △87,872

当期純利益 372,622 67,317

自己株式の取得 △55,441 －

当期変動額合計 238,325 △20,554

当期末残高 2,831,005 2,810,450
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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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △1,963

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,963 2,040

当期変動額合計 △1,963 2,040

当期末残高 △1,963 77

評価・換算差額等合計

前期末残高 － △1,963

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,963 2,040

当期変動額合計 △1,963 2,040

当期末残高 △1,963 77

少数株主持分

前期末残高 29,239 72,298

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,058 1,037

当期変動額合計 43,058 1,037

当期末残高 72,298 73,335

純資産合計

前期末残高 2,621,919 2,901,340

当期変動額

剰余金の配当 △78,855 △87,872

当期純利益 372,622 67,317

自己株式の取得 △55,441 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,095 3,077

当期変動額合計 279,420 △17,477

当期末残高 2,901,340 2,883,863
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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 623,710 255,660

減価償却費 82,524 105,154

のれん償却額 38,246 62,207

開業費償却額 2,759 2,759

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,276 2,226

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,188 △14,455

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,744 2,051

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 △7,799 △4,033

支払利息 3,049 5,518

売上債権の増減額（△は増加） 222,156 367,752

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,439 △6,201

前払費用の増減額（△は増加） － △29,393

仕入債務の増減額（△は減少） △38,875 △223,742

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △95,439 △303,292

前受金の増減額（△は減少） － 14,923

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,465 △101,167

その他 △40,973 31,677

小計 760,662 148,644

利息及び配当金の受取額 7,799 4,033

利息の支払額 △3,049 △5,518

法人税等の支払額 △280,262 △285,852

営業活動によるキャッシュ・フロー 485,149 △138,693

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 △8,369 △238

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 △71,365 △65,099

有形固定資産の売却による収入 7,619 －

無形固定資産の取得による支出 △18,576 △33,627

差入保証金の差入による支出 △32,585 △7,429

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 －

保険積立金の解約による収入 7,437 －

その他 7,112 △18,590

投資活動によるキャッシュ・フロー △289,743 △132,893

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 △77,959 △86,843

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,401 △86,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,004 △358,430

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期末残高 2,098,856 1,740,425
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【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

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ３社 

  連結子会社の名称 

    ㈱ピーアンドピー・インベックス 

    ㈱ピーアンドピーコンシューマーズ 

    ㈱ジャパンプロスタッフ

 なお、㈱ジャパンプロスタッフについて

は、平成20年６月１日に発行済株式の50％

を取得した会社であり、支配力基準に基づ

き連結の範囲に含めております。

（1）連結子会社の数  ３社 

  連結子会社の名称 

    ㈱ピーアンドピー・インベックス 

    ㈱ジャパンプロスタッフ 

  ㈱ピーアンドピー・キャリア

 なお、㈱ピーアンドピー・キャリアにつ

いては、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。当該

取得により株式会社プレミア・スタッフ

（平成21年10月１日付で株式会社ピーアン

ドピー・キャリアに商号変更）を連結の範

囲に含めております。 

また、平成21年10月１日付で株式会社ピー

アンドピーを存続会社として、連結対象の

100％子会社である株式会社ピーアンドピー

コンシューマーズを吸収合併しました。こ

れにより株式会社ピーアンドピーコンシュ

ーマーズを連結の範囲から除外しておりま

す。

（2）主要な非連結子会社の名称等

(イ)会社名

  迎倍客股份有限公司

(ロ)連結の範囲から除いた理由

 非連結会社である迎倍客股份有限公司は、

小規模会社であり、合計の総資産、売上

高、当期損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

２  持分法の適用に関

する事項

持分法適用会社はありません。 同左

３  連結子会社の事業

年度等に関する事

項

  ㈱ジャパンプロスタッフは決算日を12月

31日から３月31日に変更しております。こ

のため、当連結会計年度における連結決算

に取り込んだ事業年度の月数は13ヶ月とな

っております。

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

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

(イ)満期保有目的の債券

    償却原価法（定額法）

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①  有価証券

(イ)満期保有目的の債券

    同左

(ロ)その他有価証券

  時価のあるもの

(ロ)その他有価証券

  時価のあるもの
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  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）

 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

(ハ)関係会社株式

 移動平均法による原価法

②  たな卸資産

商品

  移動平均法（貸借対照表価額につい

ては、収益性の低下による簿価切下げ

の方法）

(会計方針の変更) 

  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）

を適用しております。 

  なお、この変更に伴う当連結会計年

度の損益に与える影響はありません。

②  たな卸資産

商品

  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) 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）

(イ)平成19年３月31日以前に取得した

もの

  旧定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は旧定額法を採用しております。ま

た、取得価額の５％に到達した期の翌

期より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上してお

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）

(イ)平成19年３月31日以前に取得した

もの

同左

(ロ)平成19年４月１日以降に取得した

もの

  定率法によっております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物                  ３～15年 

  車両運搬具            ２～６年 

  工具器具備品          ３～８年

(ロ)平成19年４月１日以降に取得した

もの

同左

②  無形固定資産（リース資産を除く）

  定額法を採用しております。なお、

ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。

②  無形固定資産（リース資産を除く）

同左

③  リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法を採用しており

ます。

③  リース資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理方法

開業費

  連結子会社の開業費は、５年間にわた

って毎期均等償却しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

開業費

 開業費は、５年間にわたって毎期均等

償却しております。
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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) 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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

同左

②  賞与引当金

  従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度に対

応する金額を計上しております。

②  賞与引当金

同左

③  役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。

③  役員退職慰労引当金

同左

④  役員賞与引当金

  役員賞与の支払に備えるため、当連

結会計年度における支給見込額に基づ

き、当連結会計年度に見合う分を計上

しております。 

  当連結会計年度は期首作成の事業計

画の達成状況を勘案し役員賞与の支給

を行わないこととしました。

④  役員賞与引当金

同左

⑤  退職給付引当金

  一部の連結子会社は、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を計上しており

ます。なお、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。

⑤  退職給付引当金

       同左

(5) その他連結財務諸表作成のための重要

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。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

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

  のれんは、５年間で均等償却しておりま

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

  連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、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

内に償還期限が到来する短期的な投資から

なっております。

同左
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(7)【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】

【会計処理の変更】

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)

（リース会計に関する会計基準等）

  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、リース取引会計基準の改正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に

よっております。

  なお、この変更に伴う当連結会計年度の損益への影響

はありません。

―――――

【表示方法の変更】

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)

（連結キャッシュ・フロー計算書）

  前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・

フローの「短期借入れによる収入」（当連結会計年度

1,050,000千円）及び「短期借入金の返済による支出」

（当連結会計年度1,050,000千円）にそれぞれ総額表示

しておりましたが、当連結会計年度より、借入れの期間

が短く、かつ回転が速いため、相殺表示することに変更

しました。なお、収入と支出の金額が等しいため、相殺

による項目の掲記はありません。

  また、金額の重要性を鑑み、前連結会計年度における

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減

額」（当連結会計年度47,983千円の減少）、及び「その

他」に含めていました「未払費用の増減額」（当連結会

計年度47,456千円の減少）は、当連結会計年度より「未

払金及び未払費用の増減額」に含めて表示することに変

更しました。

―――――

【追加情報】 

該当事項はありません。
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(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  取締役会決議による自己株式の取得による増加    1,761株 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当連結会計年度末における貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

貸出コミットメントの総額 1,750,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 1,750,000 千円

※１  当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結

しております。当連結会計年度末における貸出コミ

ットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 2,000,000 千円

(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  販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給与 1,267,689千円

法定福利費 210,422千円

賃借料 351,653千円

減価償却費 59,624千円

賞与引当金繰入額 32,512千円

役員退職慰労引当金繰入額 20,013千円

退職給付費用 1,739千円

採用教育費 405,109千円

のれん償却費 38,246千円

※１  販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給与 1,530,896千円

法定福利費 258,973千円

賃借料 406,992千円

減価償却費 56,841千円

貸倒引当金繰入 6,667千円

賞与引当金繰入額 17,547千円

役員退職慰労引当金繰入額 32,348千円

退職給付費用 794千円

採用教育費 300,723千円

のれん償却費 62,207千円

※２  前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度給与 13,865千円

※２  前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度給与 22,761千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 105,251 ─ ─ 105,251

２  自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 111 1,761 ─ 1,872
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

   

  

   

  

該当事項はありません。 

  

 
  

    次の通り決議を予定しております。 

 
  

３  新株予約権等に関する事項

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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６月25日 
定時株主総会

普通株式 78,855 750 平成20年３月31日 平成20年６月26日

(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連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 87,872 850 平成21年３月31日 平成21年６月24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  発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 105,251 ─ ─ 10,251

２  自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,872 ─ ─ 1,872

３  新株予約権等に関する事項

４  配当に関する事項

(1)配当金支払額

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６月23日 
定時株主総会

普通株式 87,872 850 平成21年３月31日 平成21年６月24日

(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連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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22年６月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 93,041 900 平成22年３月31日 平成22年６月23日
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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

※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

 

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金 1,599,105 千円

有価証券 499,751 千円

  計 2,098,856 千円

預入期間３か月超の定期預金 ─ 千円

MMF及びCP以外の有価証券 ─ 千円

  現金及び現金同等物 2,098,856 千円
 

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金 1,740,425 千円

有価証券 ― 千円

 計 1,740,425 千円

預入期間３か月超の定期預金 ─ 千円

MMF及びCP以外の有価証券 ─ 千円

 現金及び現金同等物 1,740,425 千円

 

※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

      株式会社ジャパンプロスタッフ

流動資産 239,436 千円

固定資産 47,443 千円

  資産合計 286,879 千円

流動負債 188,804 千円

固定負債 2,912 千円

  負債合計 191,716 千円
 

※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

     株式会社ピーアンドピー・キャリア

流動資産 1,298,808 千円

固定資産 62,168 千円

 資産合計 1,360,977 千円

流動負債 1,257,075 千円

固定負債 23,150 千円

 負債合計 1,280,225 千円
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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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

      ２．各区分に属する主要なサービス 

  (1) アウトソーシング事業…小売店等における営業促進から店頭販売までのセールス・プロセス活動のトー 

                            タル・アウトソーシングサービス、棚卸代行サービス 

  (2) 人材派遣事業…小売店等における営業促進・販売スタッフの派遣サービス、人材紹介サービス 

  

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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

      ２．各区分に属する主要なサービス 

  (1) アウトソーシング事業…小売店等における営業促進から店頭販売までのセールス・プロセス活動のトー 

                            タル・アウトソーシングサービス、棚卸代行サービス 

  (2) 人材派遣事業…小売店等における営業促進・販売スタッフの派遣サービス、人材紹介サービス 

  

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） 

在外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） 

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

アウトソーシ
ング事業 
（千円）

人材派遣事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ  売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 7,156,287 11,697,538 18,853,826 ─ 18,853,826

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─  ─ ─ ─

計 7,156,287 11,697,538 18,853,826 ─ 18,853,826

  営業費用 6,658,089 11,560,689 18,218,779 ─ 18,218,779

  営業利益 498,198 136,848 635,046 ─ 635,046

Ⅱ  資産、減価償却費及び資
本的支出

  資産 2,085,931 2,842,210 4,928,141 ─ 4,928,141

  減価償却費 66,185 57,344 123,529 ─ 123,529

  資本的支出 137,225 148,618 285,844 ─ 285,844

アウトソーシ
ング事業 
（千円）

人材派遣事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ  売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 6,749,018 15,185,209 21,934,227 ─ 21,934,227

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 6,749,018 15,185,209 21,934,227 ─ 21,934,227

  営業費用 6,439,914 15,119,374 21,559,288 ─ 21,559,228

  営業利益 309,104 65,835 374,939 ─ 374,939

Ⅱ  資産、減価償却費及び資
本的支出

  資産 1,732,170 3,631,937 5,364,108 ─ 5,364,108

  減価償却費 88,248 81,872 170,120 ─ 170,120

  資本的支出 166,670 158,760 325,430 ─ 325,430

２ 所在地別セグメント情報
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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） 

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。 

  

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  その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２  時価評価されていない有価証券 

 
  

３  その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予

定額 

 
  

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 その他有価証券で時価のあるもの 

３ 海外売上高

(有価証券関係)

区分

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

(1) 株式 8,369 5,058 △3,310

合計 8,369 5,058 △3,310

区分

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

(1) 満期保有目的の債券

  コマーシャルペーパー 499,751

合計 499,751

区分

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１年以内（千円）

(1) 債券

  コマーシャルペーパー 500,000

合計 500,000

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

(1) 株式 8,608 8,738 130

合計 8,608 8,738 130
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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） 

共通支配下の取引等 

１. 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結 

 合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容  

   事業の名称：当社の連結子会社である株式会社ピーアンドピーコンシューマーズの携帯電    

         話販売事業  

   事業の内容：主として一般消費者向け携帯電話販売事業を行っております。 

（3）結合後企業の名称 

    株式会社ピーアンドピー 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

    株式会社ピーアンドピーコンシューマーズは、主として一般消費者向けに携帯電話ショ 

   ップを営む株式会社ピーアンドピーの100％子会社でありましたが、株式会社ピーアンドピ 

   ーグループの管理業務の効率化を図るため、平成21年10月１日付けで株式会社ピーアンド  

   ピーを存続会社として株式会社ピーアンドピーコンシューマーズを吸収合併しました。 

２. 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会 

 計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19年1 

 1月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

(企業結合等関係)

  （2）企業結合の法的形式 

     株式会社ピーアンドピーを存続会社とし、100％子会社である株式会社ピーアンドピーコ 

    ンシューマーズを消滅会社とする吸収合併方式。
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(注)  算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
  

 ２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

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。 

  

(開示の省略) 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、デリバティブ取引、退職給付、スト

ック・オプション等・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。 

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 27,365円73銭 27,186円64銭

１株当たり当期純利益 3,588円60銭 651円17銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,476円46銭 631円18銭

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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,901,340 2,883,863

純資産の部から控除する金額(千円) 72,298 73,335

控除する金額の主な内訳(千円)

  少数株主持分 72,298 73,335

普通株主に係る純資産の部の額(千円) 2,829,042 2,810,528

普通株式の発行済株式数(株) 105,251 105,251

普通株式の自己株式数(株) 1,872 1,872

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

103,379 103,379

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) 372,622 67,317

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 372,622 67,317

普通株式の期中平均株式数(株) 103,835 103,379

当期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 3,349 3,274

  (うち新株引受権) 3,349 3,274

  (うち新株予約権) ─ ─

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

─ ─

(重要な後発事象)
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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 1,278,259 1,449,161

売掛金 1,400,147 1,458,118

有価証券 499,751 －

商品 － 5,082

前払費用 33,134 34,303

短期貸付金 － 239,500

繰延税金資産 35,357 38,033

その他 25,726 25,514

貸倒引当金 △3,338 △2,048

流動資産合計 3,269,038 3,247,665

固定資産

有形固定資産

建物 58,909 72,783

減価償却累計額 △13,860 △21,050

建物（純額） 45,048 51,732

車両運搬具 14,593 14,593

減価償却累計額 △10,640 △11,901

車両運搬具（純額） 3,953 2,692

工具、器具及び備品 69,033 70,941

減価償却累計額 △53,077 △55,298

工具、器具及び備品（純額） 15,956 15,643

建設仮勘定 － 2,047

有形固定資産合計 64,958 72,114

無形固定資産

ソフトウエア 70,106 64,301

電話加入権 6,703 6,929

無形固定資産合計 76,809 71,231

投資その他の資産

投資有価証券 5,039 8,440

関係会社株式 716,493 827,559

関係会社長期貸付金 28,000 －

破産更生債権等 16,971 19,154

長期前払費用 6,748 11,573

繰延税金資産 71,143 82,814

差入保証金 174,977 219,339

保険積立金 77,260 83,879

その他 4,000 6,810

貸倒引当金 △14,603 △18,134
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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)

投資損失引当金 △50,530 －

投資その他の資産合計 1,035,501 1,241,436

固定資産合計 1,177,269 1,384,782

繰延資産

開業費 － 6,439

繰延資産合計 － 6,439

資産合計 4,446,307 4,638,888

負債の部

流動負債

買掛金 838,617 897,878

未払金 155,098 196,252

未払費用 74,666 65,786

未払法人税等 186,576 111,550

未払消費税等 116,548 74,937

預り金 22,637 45,785

賞与引当金 20,286 16,109

その他 6,431 1,467

流動負債合計 1,420,863 1,409,767

固定負債

長期未払金 5,338 3,941

役員退職慰労引当金 153,726 184,142

固定負債合計 159,064 188,083

負債合計 1,579,928 1,597,850

純資産の部

株主資本

資本金 1,375,589 1,375,589

資本剰余金

資本準備金 544,123 544,123

資本剰余金合計 544,123 544,123

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,007,056 1,179,697

利益剰余金合計 1,007,056 1,179,697

自己株式 △58,427 △58,427

株主資本合計 2,868,342 3,040,983

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,963 54

評価・換算差額等合計 △1,963 54

純資産合計 2,866,379 3,041,037

負債純資産合計 4,446,307 4,638,888
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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 14,462,472 13,581,282

売上原価 11,344,094 10,884,776

売上総利益 3,118,378 2,696,505

販売費及び一般管理費 2,513,939 2,312,196

営業利益 604,439 384,309

営業外収益

受取利息 2,753 4,578

有価証券利息 5,993 3,304

受取配当金 － 140

経営指導料 61,956 65,571

その他 13,843 4,834

営業外収益合計 84,546 78,429

営業外費用

支払利息 2,864 5,481

固定資産処分損 7,808 －

その他 469 807

営業外費用合計 11,142 6,288

経常利益 677,842 456,450

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1,290

特別利益合計 － 1,290

特別損失

前期損益修正損 13,865 15,958

抱合せ株式消滅差損 － 4,182

事務所移転費用 － 613

投資損失引当金繰入額 24,000 －

特別損失合計 37,865 20,753

税引前当期純利益 639,977 436,986

法人税、住民税及び事業税 294,331 192,203

法人税等調整額 △56,901 △15,731

法人税等合計 237,430 176,472

当期純利益 402,546 260,513
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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 1,375,589 1,375,589

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,375,589 1,375,589

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 544,123 544,123

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 544,123 544,123

資本剰余金合計

前期末残高 544,123 544,123

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 544,123 544,123

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 683,364 1,007,056

当期変動額

剰余金の配当 △78,855 △87,872

当期純利益 402,546 260,513

当期変動額合計 323,691 172,641

当期末残高 1,007,056 1,179,697

利益剰余金合計

前期末残高 683,364 1,007,056

当期変動額

剰余金の配当 △78,855 △87,872

当期純利益 402,546 260,513

当期変動額合計 323,691 172,641

当期末残高 1,007,056 1,179,697

自己株式

前期末残高 △2,985 △58,427

当期変動額

自己株式の取得 △55,441 －

当期変動額合計 △55,441 －

当期末残高 △58,427 △58,427
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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)

株主資本合計

前期末残高 2,600,092 2,868,342

当期変動額

剰余金の配当 △78,855 △87,872

当期純利益 402,546 260,513

自己株式の取得 △55,441 －

当期変動額合計 268,249 172,641

当期末残高 2,868,342 3,040,983

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △1,963

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,963 2,017

当期変動額合計 △1,963 2,017

当期末残高 △1,963 54

評価・換算差額等合計

前期末残高 － △1,963

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,963 2,017

当期変動額合計 △1,963 2,017

当期末残高 △1,963 54

純資産合計

前期末残高 2,600,092 2,866,379

当期変動額

剰余金の配当 △78,855 △87,872

当期純利益 402,546 260,513

自己株式の取得 △55,441 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,963 2,017

当期変動額合計 266,286 174,658

当期末残高 2,866,379 3,041,037
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【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) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) 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）

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

(3) 子会社株式

移動平均法による原価法

(3) 子会社株式

同左

2  棚卸資産の評価

基準及び評価方

法

――――― 商品 

 移動平均法（貸借対照表価額については、

収益性の低下による簿価切下げの方法）

「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
適用しております。

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）

①  平成19年３月31日以前に取得したもの

  旧定率法によっております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については旧定額法を採用して

おります。また、取得価額の５％に到達した

期の翌期より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

①  平成19年３月31日以前に取得したもの

同左

②  平成19年４月１日以降に取得したもの

  定率法によっております。ただし、建物

（建物附属設備を除く）については定額法を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

  建物                  ３～15年 

  車両運搬具            ２～６年 

  工具器具備品          ３～８年

②  平成19年４月１日以降に取得したもの

同左

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

  定額法を採用しております。なお、ソフト

ウェア(自社利用分)については、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

(3) リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に 
 係るリース資産 
   リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ
ロとする定額法を採用しております。

(3) リース資産

                   同左

――――― (3) 重要な繰延資産の処理方法

開業費

  開業費は、５年間にわたって毎期均等償

却しております。
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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  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

能性を勘案し、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) 投資損失引当金

  子会社への投資に対する損失に備えるた

め、当該会社の財政状態を勘案して、必要額

を計上しております。

―――――

(3) 賞与引当金

  従業員の賞与の支払に備えるため、支給見

込額のうち当事業年度に対応する金額を計上

しております。

(3) 賞与引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支出に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上

しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員賞与引当金

  役員賞与の支払に備えるため、当事業年度

における支給見込額に基づき計上しておりま

す。当事業年度は期首作成の事業計画の達成

状況を勘案し役員賞与の支給を行わないこと

としました。

(5) 役員賞与引当金

同左

４  その他財務諸

表作成のための

基本となる重要

な事項

(1) 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。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(6)【重要な会計方針の変更】

【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)

（リース会計に関する会計基準等）

  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、リース取引会計基準の改正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に

よっております。

  この変更に伴う当事業年度の損益への影響はありませ

ん。

―――――

【表示方法の変更】

【追加情報】
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(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  取締役会決議による自己株式の取得による増加     1,761株 

  

  

   

  

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(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  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当事業年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,750,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 1,750,000 千円

※１  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当事業年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 2,000,000 千円

(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  販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給与 1,017,645千円

賞与引当金繰入額 20,286千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,902千円

採用教育費 295,248千円

賃借料 221,494千円

法定福利費 172,897千円

減価償却費 47,058千円

※１  販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給与 965,871千円

賞与引当金繰入額 15,599千円

役員退職慰労引当金繰入額 30,416千円

採用教育費 201,434千円

賃借料 235,113千円

法定福利費 178,683千円

減価償却費 45,350千円

※２  前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度給与 13,865千円

※２  前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度給与 15,958千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日)

１  自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 111 1,761 ─ 1,872

当事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

１  自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,872 ─ ─ 1,872

株式会社ピーアンドピー（2426）平成22年３月期決算短信

39



前事業年度（自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
  

当事業年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式827,559千円）は、市場価額がな

く、時価を把握することが極めて困難であることから記載しておりません。 

  

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） 

 共通支配下の取引等 

１. 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結 

  合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容  

   事業の名称：当社の連結子会社である株式会社ピーアンドピーコンシューマーズの携帯電  

         話販売事業  

   事業の内容：主として一般消費者向け携帯電話販売事業を行っております。 

（2）企業結合の法的形式 

    株式会社ピーアンドピーを存続会社とし、100％子会社である株式会社ピーアンドピーコ 

   ンシューマーズを消滅会社とする吸収合併方式。 

（3）結合後企業の名称 

    株式会社ピーアンドピー 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

    株式会社ピーアンドピーコンシューマーズは、主として一般 

   消費者向けに携帯電話ショップを営む株式会社ピーアンドピーの100％子会社でありました 

   が、株式会社ピーアンドピーグループの管理業務の効率化を図るため、平成21年10月１日 

   付けで株式会社ピーアンドピーを存続会社として株式会社ピーアンドピーコンシューマー   

   ズを吸収合併しました。 

２. 実施した会計処理の概要 

   「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）及び「企業結 

   合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号  

   平成19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

  

(有価証券関係)

(企業結合等関係)
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(注)  算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
  

 ２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 27,726円90銭 29,416円39銭

１株当たり当期純利益 3,876円79銭 2,519円98銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,755円65銭 2,442円61銭

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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,866,379 3,041,037

普通株主に係る純資産の部の額(千円) 2,866,379 3,041,037

普通株式の発行済株式数(株) 105,251 105,251

普通株式の自己株式数(株) 1,872 1,872

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

103,379 103,379

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) 402,546 260,513

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 402,546 260,513

普通株式の期中平均株式数(株) 103,835 103,379

当期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 3,349 3,274

  (うち新株引受権) 3,349 3,274

  (うち新株予約権) ─ ─

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

─ ─
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

６. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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