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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 35,756 8.6 1,134 39.3 1,201 38.8 591 25.7
22年3月期第3四半期 32,912 4.3 814 14.1 865 0.8 470 28.7

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3四半期 2,755.65 2,750.52
22年3月期第3四半期 2,154.05 ―

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3四半期 22,082 9,380 41.7 41,824.70
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3四半期  9,202百万円 22年3月期  8,570百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 350.00 ―
23年3月期 

（予想）
350.00 700.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 48,200 7.7 1,740 41.9 1,750 34.0 820 21.2 3,726.93



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※自己株式数は、信託口が所有する当社株式5,000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】Ｐ.３「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。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 225,020株 22年3月期  225,020株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  5,000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3Q 214,590株 22年3月期3Q 218,413株



  

  

  

※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及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23年２月10日（木） アナリスト・機関投資家向け 第３四半期決算説明会 

（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３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、企業収益が改善

し、個人消費が持ち直しの傾向がみられるものの、依然として失業率が高い水準にあり、回復の兆しを見せていた

国内景気は足踏み状態にて推移しました。  

 パソコン店頭販売においては、３Ｄやブルーレイディスク並びに地デジ対応等の新機能が搭載された高性能パソ

コンの発売が好調に推移しました。さらに、「iPad」に代表されるタブレットPCの登場は、新しい顧客を掘り起こ

すなど、パソコン本体の単価、台数、金額いずれも前年を上回りました。また当四半期は、スマートフォンの新製

品や電子書籍など新たな携帯情報端末が数多く発売され、幅広い層にて関心が高まっております。 

 このような状況の中、当社グループは、第２四半期より大型テレビ売場「VISION CENTER」の直営店舗順次導

入、スマートフォンの取り扱いを強化するなどインターネットにつながる商品（インターネットデバイス）の品揃

えを強化し、販売促進に努めました。その結果、既存店の来店客数が回復し、既存店売上高は前年同期比103.3%と

計画を上回って推移しました。利益面においては、PC DEPOTパソコンクリニックの直営方式テスト運営開始に伴う

人件費、物流センター稼動による初期費用、大型テレビ売場「VISION CENTER」導入費用等により、一時費用とし

て約３億円発生しましたが、営業利益、経常利益、四半期純利益は前年を上回り、ほぼ計画通りに推移しました。

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は357億56百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は11

億34百万円（前年同期比39.3％増）、経常利益は12億１百万円（前年同期比38.8％増）、四半期純利益は５億91百

万円（前年同期比25.7％増）となり、売上高、営業利益、経常利益は過去 高となりました。 

  

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 

 政府の経済政策「エコポイント制度」の取扱商品が相対的に少ない当社は引き続き厳しい状況が続いております

が、当第３四半期においては同制度の内容変更による11月の駆け込み需要により既存店来店客数は前年並みを確保

しました。 

 商品販売においては、インターネットにつながる商品（インターネットデバイス）の取り扱いを強化する方針の

もと、薄型大画面テレビの取扱店舗を直営42店舗、フランチャイズ３店舗と拡大、スマートフォン（「iPhone４」

や「GALAXY S」等アンドロイド搭載スマートフォン）は直営全店並びに一部のフランチャイズ店舗と取扱店舗の増

加を図りました。サービス面では、月額会員制保守サービス型商品（プレミアムサービス）における既存商品の活

性化を推進、店頭技術サービスメニューを拡充、MVNO（Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信事業

者）のパソコン用データ通信サービスは堅調となり、サービス売上高は前年同期比129.2％と計画どおり推移しま

した。 

 店舗展開においては、４月に市原インター店（千葉県）、12月に富士店（静岡県）のPC DEPOT２店舗を新規開店

し、10月に長崎店（長崎県）を移転増床、８月にセンター北店（神奈川県）を閉店しました。当第３四半期連結累

計期間末における「PC DEPOT」の店舗数は、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。 

 パソコン修理や技術サービス・サポートを提供する「PC DEPOTパソコンクリニック」は、家電量販インショップ

店のフランチャイズ方式により展開している23店舗のうち、10店舗をフランチャイズ方式から直営方式に切り替

え、テスト運営を行っております。また、11月には４店舗（石川県１店、千葉県３店）を新規に出店し、当第３四

半期連結累計期間末時点では、直営13店舗（テスト運営中）、フランチャイズ14店舗、合計27店舗となりました。

PC DEPOT並びにPC DEPOTパソコンクリニックの店舗数は、合計92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341億92百万円（前年同期比9.6％増）、経常利益は10億68百万円

（前年同期比66.6％増）となりました。 

  

②インターネット関連事業  

 主力事業のプロバイダー会員は減少、サービス提供が遅延していたホスティングサービス等の新サービスは一部

提供を開始しましたが、計画には及びませんでした。またWEB事業は、新規の顧客獲得が伸び悩むなど全体的に苦

戦しました。また、新サービスの提供に伴う先行投資が発生し、売上原価並びに販売管理費は前年よりも増加して

おります。 

 以上の結果、インターネット関連事業の売上高は16億48百万円（前年同期比8.2％減）、経常利益は１億42百万

円（前年同期比39.0％減）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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※ 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、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３四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３四半期連結会計期間末の総資産は220億82百万円であり、前連結会計年度末に比べ41億28百万円増加いた

しました。総負債は127億２百万円であり前連結会計年度末に比べて34億86百万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42億87百万円であり、財務の健全性は保たれております。  

 資産増加の主な要因は、新規開店及び季節要因によるたな卸資産20億37百万円の増加と新規開店による固定資産

10億31百万円の増加によるものです。なお、当第３四半期連結累計期間において実施しました設備投資の総額は11

億78百万円で、主たる投資は、市原インター店（千葉県、４月開店）、長崎店（長崎県、10月移転）、富士店（静

岡県、12月開店）の新規開店に伴うものであり、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。 

 負債増加の主な要因は、季節要因による買掛金の増加25億46百万の増加によるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四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月期の業績予想につきまして

は、平成22年11月４日公表の業績予想から変更はございません。 

 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。  
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（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３四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３四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、第２四半期連結

会計期間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)  

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が20,969千円減少し、税金等調整前四半期純

利益が141,612千円減少しています。 

２.表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書）  

「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３四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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,279,987 1,753,981

売掛金 2,833,423 2,251,074

たな卸資産 7,353,470 5,315,725

未収入金 1,023,067 624,370

繰延税金資産 137,718 167,163

その他 525,560 412,247

貸倒引当金 △23,569 △13,106

流動資産合計 14,129,658 10,511,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,802,536 2,679,909

減価償却累計額 △964,471 △766,465

建物及び構築物（純額） 2,838,064 1,913,444

工具、器具及び備品 1,731,108 1,557,661

減価償却累計額 △1,220,164 △1,074,658

工具、器具及び備品（純額） 510,943 483,002

建設仮勘定 34,965 344,153

その他 264,921 105,010

減価償却累計額 △1,697 △1,630

その他（純額） 263,223 103,379

有形固定資産合計 3,647,197 2,843,979

無形固定資産   

のれん 774,061 1,024,972

その他 273,791 260,913

無形固定資産合計 1,047,853 1,285,885

投資その他の資産   

投資有価証券 272,133 279,708

繰延税金資産 134,516 71,178

差入保証金 1,442,503 1,478,521

敷金 1,235,744 1,328,826

その他 197,200 178,635

貸倒引当金 △23,992 △23,992

投資その他の資産合計 3,258,105 3,312,878

固定資産合計 7,953,156 7,442,743

資産合計 22,082,815 17,954,199
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 5,310,294 2,764,150

短期借入金 1,200,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 774,752 690,252

未払金 1,592,036 1,215,712

未払法人税等 252,191 391,304

賞与引当金 69,526 98,050

商品保証引当金 48,904 33,615

その他 594,488 479,904

流動負債合計 9,842,192 6,472,989

固定負債   

長期借入金 1,875,724 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 22,937 22,911

資産除去債務 187,370 －

長期預り保証金 649,888 657,507

固定負債合計 2,860,602 2,743,192

負債合計 12,702,795 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 1,868,598 1,888,605

利益剰余金 5,837,711 5,468,659

自己株式 △125,595 △411,462

株主資本合計 9,181,911 8,546,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,358 23,207

評価・換算差額等合計 20,358 23,207

新株予約権 10,089 －

少数株主持分 167,661 167,811

純資産合計 9,380,020 8,738,017

負債純資産合計 22,082,815 17,954,199
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 32,912,289 35,756,108

売上原価 24,476,349 25,490,753

売上総利益 8,435,939 10,265,354

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 924,815 1,030,508

販売手数料 285,650 355,744

役員報酬 101,182 98,697

給料及び手当 2,120,138 2,572,099

賞与 193,324 217,803

賞与引当金繰入額 62,811 69,526

退職給付費用 37,438 33,933

役員退職慰労引当金繰入額 7,638 3,511

消耗品費 322,521 339,541

減価償却費 306,872 376,712

のれん償却額 258,083 250,911

不動産賃借料 1,328,411 1,415,657

その他 1,672,179 2,365,960

販売費及び一般管理費合計 7,621,069 9,130,608

営業利益 814,869 1,134,745

営業外収益   

受取利息 3,074 2,433

受取配当金 1,790 1,790

販売奨励金 40,552 52,868

受取賃貸料 70,783 66,886

受取手数料 32,431 30,151

その他 46,733 61,331

営業外収益合計 195,364 215,462

営業外費用   

支払利息 27,869 38,572

賃貸費用 93,266 99,517

持分法による投資損失 15,775 3,801

支払手数料 916 －

その他 6,857 7,015

営業外費用合計 144,685 148,907

経常利益 865,548 1,201,301

特別利益   

確定拠出年金移行差益 39,481 －

その他 － 101

特別利益合計 39,481 101
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別損失   

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

固定資産除却損 1,500 16,394

その他 － 5,924

特別損失合計 1,500 147,969

税金等調整前四半期純利益 903,529 1,053,433

法人税、住民税及び事業税 371,185 480,479

法人税等調整額 44,603 △29,590

法人税等合計 415,788 450,889

少数株主損益調整前四半期純利益 － 602,544

少数株主利益 17,268 11,209

四半期純利益 470,471 591,334
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 903,529 1,053,433

減価償却費 364,257 430,626

のれん償却額 258,083 250,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） 947 10,463

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,494 △28,523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △137,073 26

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,378 －

商品保証引当金の増減額（△は減少） △14,725 15,289

受取利息及び受取配当金 △4,864 △4,224

支払利息 27,869 38,572

為替差損益（△は益） 607 1,095

持分法による投資損益（△は益） 15,775 3,801

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

固定資産除却損 1,500 16,394

売上債権の増減額（△は増加） △415,477 △582,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,958,502 △2,037,744

未収入金の増減額（△は増加） △282,721 △398,696

仕入債務の増減額（△は減少） 3,089,768 2,546,144

未払金の増減額（△は減少） △86,312 349,507

その他の資産の増減額（△は増加） △205,760 △113,408

その他の負債の増減額（△は減少） 70,866 114,927

その他 8,374 36,197

小計 1,587,269 1,828,092

利息及び配当金の受取額 3,398 1,816

利息の支払額 △28,163 △38,477

法人税等の支払額 △613,490 △615,533

営業活動によるキャッシュ・フロー 949,013 1,175,897

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 △965,816 △1,034,686

無形固定資産の取得による支出 △25,629 △90,693

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

3,552 －

敷金及び保証金の差入による支出 △169,005 △70,893

敷金及び保証金の回収による収入 73,263 119,010

預り保証金の返還による支出 △7,619 △7,619

預り保証金の受入による収入 6,000 －

その他 17,225 △22,551

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,068,028 △1,107,434
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 3,560,000 8,500,000

短期借入金の返済による支出 △3,920,000 △8,100,000

長期借入れによる収入 1,900,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △425,944 △576,023

自己株式の取得による支出 △99,641 －

自己株式の処分による収入 － 194,622

配当金の支払額 △152,826 △148,601

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 856,824 458,638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △607 △1,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 737,201 526,006

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 2,539,702 2,279,987
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12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。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高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  30,869,036  2,043,252  31,912,289 －  32,912,289

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 155,646  81,319  236,966 (236,966) － 

計  31,024,683  2,124,572  33,149,255 (236,966)  32,912,289

営業利益  528,232  278,096  806,329  8,540  814,869

経常利益  604,923  277,602  882,525 (16,977)  865,548
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 千円を含んでおります。 

  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） 

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  34,192,221  1,563,886  35,756,108  －  35,756,108

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 366  84,909  85,275  (85,275)  －

計  34,192,587  1,648,796  35,841,383  (85,275)  35,756,108

セグメント利益  1,068,843  142,245  1,211,088  (9,787)  1,201,301

△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。 

  

※ 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、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３四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３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月30日） 

 当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月30日） 

  

前年同期比 

（％）  

    金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

  パソコン本体 7,747,964 23.5 8,500,762  23.8 109.7

  モニター 1,026,804 3.1 882,482  2.5 85.9

  プリンタ 739,859 2.3 651,732  1.8 88.1

  周辺機器 9,147,525 27.8 8,650,001  24.2 94.6

  アクセサリー・サプライ 3,923,181 11.9 4,007,629  11.2 102.2

  ソフト 1,135,342 3.4 1,040,729  2.9 91.7

  OA機器・中古・その他 2,092,904 6.4 3,624,020  10.1 173.2

 商品売上高計 25,813,583 78.4 27,357,358  76.5 106.0

  ロイヤリティー他収入 411,817 1.3 410,656  1.1 99.7

  技術サービス・手数料 4,972,747 15.1 6,424,206  18.0 129.2

 パソコン等販売事業計 31,198,149 94.8 34,192,221  95.6 109.6

 インターネット関連事業計 1,714,139 5.2 1,563,886  4.4 91.2

 合計 32,912,289 100.0 35,756,108  100.0 108.6

7,583,782
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