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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  11,204  11.3  333  △1.9  353  △5.3  114  △38.3

22年３月期第１四半期  10,063  6.7  339  85.1  373  67.9  185  125.8

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  541  92  540  90

22年３月期第１四半期  844  63  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  18,613  8,769  46.2  40,650  38

22年３月期  17,954  8,738  47.7  40,514  17

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 8,599百万円 22年３月期 8,570百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期  －  －  350 00 － － 350 00  700  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  350 00 － － 350 00  700  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  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

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ２「２．その他の情報」をご覧ください。） 

新規     － 社 （社名）                        、除外     － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

         ※自己株式数については、信託口が所有する当社株式 株を含めて記載しております。 
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断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、【添付資料】３ページ「１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報」(３)連

結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

(１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有 ・無

(２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

(３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更    

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 225,020株 22年３月期 225,020株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 13,484株 22年３月期 13,484株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 211,536株 22年３月期１Ｑ 220,147株

5,000



  

  

  

  

  

  

  

  

  ※当社は、以下のとおり決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料、および決算説明会の動画、

質疑応答については、後日当社ホームページに掲載する予定です。 

  

・平成22年８月６日（金） アナリスト・機関投資家向け 第１四半期決算説明会 

（当社ホームページ http://www.pcdepot.co.jp/co_ir/index.html）  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、企業収益の改善傾

向により個人消費は持ち直しの傾向がみられたものの、依然として雇用環境は厳しく、所得環境の大幅な改善には

至らなかったことから、本格的な景気回復の状況には至りませんでした。 

 パソコン店頭販売においては、昨年、５万円以下の低価格パソコンの販売が好調であったのに対し、今年は、新

OS「Windows７」、新ＣＰＵ、３Ｄ機能等が搭載された高性能パソコンが発売されたことから、パソコンの単価、

台数、金額いずれも前年を上回りました。 

 このような状況の中、当社グループは、新店の開店等により店舗数が増加し、また、ネットワーク対応商品の品

揃えを強化し、加えてお客様の「困った」を解決するサービスの販売を推進することにより、売上高は順調に推移

しました。利益面においては、人件費等の販売管理費の増加を抑制することができず、また、インターネット関連

事業における新サービスの提供が遅れたことから、経常利益は前年を下回りました。当第１四半期連結累計期間で

は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億20百万円を特別損失に計上しました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は112億４百万円（前年同期比11.3％増）、営業利益は

３億33百万円（前年同期比1.9％減）、経常利益は３億53百万円（前年同期比5.3％減）、四半期純利益は１億14百

万円（前年同期比38.3％減）となりました。   

 セグメント別の業績は次のとおりです。   

①パソコン等販売事業 

 商品面におきましては、新たに取り扱う商品を増加し、ネットワーク対応商品の品揃えを強化しました。中で

も、スマートフォンと呼ばれる「iPhone４」や「Xperia」を直営全店にて取り扱いを開始し、インターネットデバ

イスの取り扱いを強化しました。また、千葉県にある２店舗では大型テレビの取り扱いを開始しました。サービス

面では、技術サービス、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、月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）の販売はいずれも増加しており、サ

ービス売上高は前年同期比 ％となりました。また、大型テレビを取り扱う２店舗では、テレビ向けのプレミ

アムサービスを開始しました。しかしながら、昨年５月より継続している政府の経済政策「エコポイント制度」の

取扱商品が少ない当社は、当四半期においても依然として来店客数は前年を下回るなど、家電量販店との顧客獲得

競争においては厳しい状況が続いております。 

 店舗展開においては、４月に市原インター店（千葉県）を開店しました。当第１四半期末における店舗数は、直

営44店舗、子会社４店舗、フランチャイズ17店舗、合計65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５月に１店舗閉店し、23店舗となりました。  

 以上の結果、パソコン等販売事業の売上高は106億77百万円（前年同期比12.7％増）、経常利益は３億19百万円

（前年同期比5.2％増）となりました。   

②インターネット関連事業 

  プロバイダー運営において、ホスティングサービス等の新サービス提供の遅延に加え、WEBサイト構築関連の売上

が前年を下回ったことから、売上高が減少しました。また、新商品の開発にあたり、人材面は先行投資をしたこと

から販売管理費を抑制することができず、利益が減少しました。 

 以上の結果、インターネット関連事業の売上高は５億56百万円（前年同期比9.9％減）、経常利益は48百万円

（前年同期比38.9％減）となりました。   

  
 ※ 当第１四半期連結累計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平成20
年３月21日）を適用しており、従来、商品等の販売方法の類似性を考慮して決定しておりました事業セグメント
の区分を経営管理上の事業セグメントの区分に変更しております。なお、前年同期比は前第１四半期連結累計期
間を新区分に作成し直した数値と比較をしております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は186億13百万円であり、前連結会計年度末に比べ６億59百万円増加いたしました。総

負債は98億43百万円であり前連結会計年度末に比べて６億27百万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46億１百万円であり、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80百万円であります。これらの設備投資資金は自己

資金と借入金でまかなっております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

135.6
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績は、概ね計画通りに推移しておりますので、平成23年３月期の第２四半期累計期間及

び通期の業績予想につきましては、平成22年５月11日公表の業績予想から変更はありません。 

 上記内容は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

   

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１. 簡便な会計処理 

 ①  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定し

ております。 

 ②  当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を一部省略し、前連結会計年度末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

 ③  定率法を採用している固定資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

 ④  経過勘定項目等に関しましては、金額に重要性がなく、かつ、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲に

おいて合理的な算定方法による会計処理を行っております。  

 ⑤  法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法につきましては、少額な加減算項目の修正は行

っておりません。繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前連結会計年度末の検討において使用

した将来の業績予想やタックスプランニングを使用しております。  

２. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１.会計処理基準に関する事項の変更  

 (資産除去債務に関する会計基準)  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号（平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号（平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益が 千円減少し、税金等調整前四半期純利益が 千円減少していま

す。 

２.表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、

当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。   

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。    

  

２．その他の情報

6,325 126,968
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,249,331 1,753,981

売掛金 2,174,580 2,251,074

たな卸資産 5,837,795 5,315,725

未収入金 456,806 624,370

繰延税金資産 178,042 167,163

その他 385,599 412,247

貸倒引当金 △13,392 △13,106

流動資産合計 11,268,763 10,511,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,068,644 2,679,909

減価償却累計額 △818,472 △766,465

建物及び構築物（純額） 2,250,171 1,913,444

工具、器具及び備品 1,611,143 1,557,661

減価償却累計額 △1,120,821 △1,074,658

工具、器具及び備品（純額） 490,322 483,002

建設仮勘定 41,832 344,153

その他 105,010 105,010

減価償却累計額 △1,652 △1,630

その他（純額） 103,357 103,379

有形固定資産合計 2,885,683 2,843,979

無形固定資産   

のれん 941,335 1,024,972

その他 255,073 260,913

無形固定資産合計 1,196,409 1,285,885

投資その他の資産   

投資有価証券 264,233 279,708

繰延税金資産 128,292 71,178

差入保証金 1,446,999 1,478,521

敷金 1,238,313 1,328,826

その他 208,684 178,635

貸倒引当金 △23,992 △23,992

投資その他の資産合計 3,262,529 3,312,878

固定資産合計 7,344,622 7,442,743

資産合計 18,613,385 17,954,199
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,848,510 2,764,150

短期借入金 900,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 810,752 690,252

未払金 1,160,076 1,215,712

未払法人税等 167,742 391,304

賞与引当金 226,506 98,050

商品保証引当金 33,799 33,615

その他 519,945 479,904

流動負債合計 6,667,331 6,472,989

固定負債   

長期借入金 2,233,184 1,936,247

長期未払金 121,954 123,799

退職給付引当金 2,727 2,727

役員退職慰労引当金 20,576 22,911

資産除去債務 142,940 －

長期預り保証金 654,968 657,507

固定負債合計 3,176,350 2,743,192

負債合計 9,843,682 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 5,509,258 5,468,659

自己株式 △411,462 △411,462

株主資本合計 8,587,598 8,546,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,420 23,207

評価・換算差額等合計 11,420 23,207

新株予約権 10,140 －

少数株主持分 160,544 167,811

純資産合計 8,769,703 8,738,017

負債純資産合計 18,613,385 17,954,199

㈱ピーシーデポコーポレーション(7618)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－ 5 －



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 10,063,791 11,204,604

売上原価 7,246,984 7,961,623

売上総利益 2,816,806 3,242,981

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 277,289 323,943

販売手数料 85,604 109,947

役員報酬 32,882 33,557

給料及び手当 673,817 828,495

賞与引当金繰入額 112,708 128,456

退職給付費用 17,361 11,305

役員退職慰労引当金繰入額 5,300 1,150

消耗品費 105,135 109,308

減価償却費 88,614 114,070

のれん償却額 86,871 83,637

不動産賃借料 429,617 473,300

その他 561,831 692,491

販売費及び一般管理費合計 2,477,033 2,909,664

営業利益 339,772 333,316

営業外収益   

受取利息 488 381

受取配当金 1,260 1,260

販売奨励金 12,781 20,317

受取賃貸料 28,534 22,295

受取手数料 8,409 7,896

その他 17,228 15,430

営業外収益合計 68,703 67,582

営業外費用   

支払利息 5,430 11,947

賃貸費用 27,860 32,810

持分法による投資損失 1,937 2,349

その他 228 462

営業外費用合計 35,457 47,569

経常利益 373,019 353,329

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,727 －

その他 － 50

特別利益合計 2,727 50
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（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 － 11,122

減損損失 － 5,006

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 120,642

特別損失合計 － 136,771

税金等調整前四半期純利益 375,746 216,608

法人税、住民税及び事業税 205,402 165,145

法人税等調整額 △20,816 △67,267

法人税等合計 184,585 97,878

少数株主損益調整前四半期純利益 － 118,729

少数株主利益 5,218 4,093

四半期純利益 185,942 114,636
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 375,746 216,608

減価償却費 107,073 133,717

のれん償却額 86,871 83,637

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,727 286

賞与引当金の増減額（△は減少） 112,708 128,456

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △139,411 △2,335

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,103 －

商品保証引当金の増減額（△は減少） △6,624 184

受取利息及び受取配当金 △1,749 △1,642

支払利息 5,430 11,947

為替差損益（△は益） 228 442

持分法による投資損益（△は益） 1,937 2,349

固定資産除却損 － 11,122

減損損失 － 5,006

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 120,642

売上債権の増減額（△は増加） 370,910 76,493

たな卸資産の増減額（△は増加） △330,148 △522,070

未収入金の増減額（△は増加） 297,617 167,564

仕入債務の増減額（△は減少） △617,513 84,359

未払金の増減額（△は減少） △499,425 △93,734

その他の資産の増減額（△は増加） 680 27,513

その他の負債の増減額（△は減少） 24,798 38,811

その他 △3,627 10,775

小計 △203,120 500,135

利息及び配当金の受取額 1,260 1,261

利息の支払額 △5,870 △12,813

法人税等の支払額 △424,834 △377,207

営業活動によるキャッシュ・フロー △632,564 111,375

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 △222,972 △80,948

無形固定資産の取得による支出 △4,528 △12,046

敷金及び保証金の差入による支出 △70,892 △9,948

敷金及び保証金の回収による収入 24,192 48,525

預り保証金の返還による支出 △2,539 △2,539

預り保証金の受入による収入 6,000 －

その他 △257 △10,972

投資活動によるキャッシュ・フロー △270,998 △67,929
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（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 1,300,000 1,700,000

短期借入金の返済による支出 △580,000 △1,600,000

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △92,514 △182,563

配当金の支払額 △57,191 △53,731

少数株主への配当金の支払額 △4,763 △11,360

財務活動によるキャッシュ・フロー 565,531 452,345

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228 △442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △338,260 495,349

現金及び現金同等物の期首残高 1,802,500 1,753,981

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,464,240 2,249,331
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該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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

（注）事業の区分は、業種の形態によっており、各事業の内容は以下の通りであります。  

パソコン等販売事業   パソコン及び同関連商品の販売（ロイヤリティー他収入を含む） 

インターネット関連事業 子会社が運営するISP事業、WEB制作事業、インターネット関連サービス事業、Yahoo!BB

関連事業、ソフトバンク携帯電話の加入手続きに関する代理店事業  

〔所在地別セグメント情報〕 

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

該当事項はありません。  

〔海外売上高〕 

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

海外売上がないため該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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） 

売上高           

(1）外部顧客に対す

る売上高 
9,350,305 713,486 10,063,791 － 10,063,791 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

56,129 30,358 86,487 (86,487) －

計 9,406,434 743,844 10,150,278 (86,487) 10,063,791 

営業利益 246,992 91,852 338,844 927 339,772 

経常利益  297,410 92,585 389,996 (16,977) 373,019 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、商品・サービス別の当社及び子会社を置き、各社は取り扱う商品・サービスについて包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社グループは当社及び子会社を基礎とした商品・サービス別セグメントから構成されており、商品・

サービスの類似性により集約した「パソコン等販売事業」及び「インターネット関連事業」の２つを報告セグメン

トとしております。 

 「パソコン等販売事業」は、パソコン及びパソコンに関連する商品の販売並びにパソコンに関連するサービスの

販売をしております。「インターネット関連事業」は、プロバイダの運営及びＷＥＢサイトの構築を行っておりま

す。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

             （単位：千円）

(注)１．セグメント利益の調整額は、セグメント間の受取配当金消去 千円であります。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失）  

重要な減損損失はありません。   

（のれんの金額の重要な変動） 

重要な変動はありません。  

（重要な負ののれん発生益） 

重要な負ののれん発生益はありません。  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。  

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２  

パソコン等

販売事業 
インターネット

関連事業 
計

売上高           

(1)外部顧客への売上高  10,676,864  527,739 11,204,604  －  11,204,604

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 227  28,820  29,047  (29,047)  －

計  10,677,091  556,560 11,233,652  (29,047)  11,204,604

セグメント利益  319,292  48,043  367,336  (14,007)  353,329

△14,007

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 【販売の状況】 

品種別売上高 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ ロイヤリティー他収入の対象となるフランチャイズ店売上高は 千円であります。 

  

※ 当第１四半期連結累計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年３
月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平成20年３
月21日）を適用しており、従来、商品等の販売方法の類似性を考慮して決定しておりました事業セグメントの区分
を経営管理上の事業セグメントの区分に変更しております。なお、前年同四半期比は前第１四半期連結累計期間を
新区分に作成し直して記載しております。  

４．補足情報

  

 前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

 当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

  

前年同四半期比

（％）  

    金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

  パソコン本体  2,413,879 24.0  2,842,029  25.4 117.7 

  モニター  322,495 3.2  302,876  2.7 93.9 

  プリンタ  179,303 1.8  169,483  1.5 94.5 

  周辺機器  2,826,950 28.1  2,820,513  25.2 99.8 

  アクセサリー・サプライ  1,148,002 11.4  1,254,657  11.2 109.3 

  ソフト  333,563 3.3  341,529  3.0 102.4 

  OA機器・中古・その他  645,788 6.4  816,489  7.3 126.4 

 商品売上高計  7,869,984 78.2  8,547,580  76.3 108.6 

  ロイヤリティー他収入  141,047 1.4  142,295  1.3 100.9 

  技術サービス・手数料  1,465,207 14.6   1,986,988  17.7 135.6 

 パソコン等販売事業計  9,476,239 94.2  10,676,864  95.3 112.7 

 インターネット関連事業計  587,552 5.8   527,739  4.7 89.8 

 合計  10,063,791 100.0  11,204,604  100.0 111.3 

2,460,846
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