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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 46,912 4.9 1,368 11.6 1,509 15.6 737 9.0
22年3月期 44,740 4.3 1,226 △2.7 1,306 △8.6 676 △1.1

（注）包括利益 23年3月期 752百万円 （―％） 22年3月期 728百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 3,417.66 3,411.36 8.2 8.0 2.9
22年3月期 3,107.98 ― 8.1 7.7 2.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  1百万円 22年3月期  △19百万円

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

23年3月期 19,728 9,533 47.4 42,500.70
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  9,351百万円 22年3月期  8,570百万円

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

23年3月期 1,121 △1,440 1,070 2,505
22年3月期 182 △1,561 1,330 1,753

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 350.00 ― 350.00 700.00 151 22.5 1.8
23年3月期 ― 350.00 ― 350.00 700.00 154 20.5 1.7
24年3月期(予想) ― 350.00 ― 350.00 700.00 19.5

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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) 23,500 3.5 520 △28.4 550 △28.5 300 △12.7 1,363.51
通期 50,000 6.6 1,670 22.0 1,750 15.9 790 7.1 3,590.58



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） ： 無  

（注）詳細は、【添付資料】P.９「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、【添付資料】P.26「（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」をご覧ください。 

(3) 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。 
（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、【添付資料】P.34「（10）連結財務諸表に関する注記 （１株当たり情報）」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 225,020 株 22年3月期 225,020 株
② 期末自己株式数 23年3月期 5,000 株 22年3月期 13,484 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 215,929 株 22年3月期 217,772 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 42,109 4.8 1,053 28.9 1,270 28.2 638 16.9
22年3月期 40,182 △1.1 817 △18.1 991 △19.9 546 △9.3

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

23年3月期 2,957.64 2,952.18
22年3月期 2,509.20 ―

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 17,547 7,850 44.7 35,679.17
22年3月期 15,771 7,168 45.5 33,888.63

（参考） 自己資本 23年3月期  7,850百万円 22年3月期  7,168百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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．経営成績 （１）経営成績
に関する分析（次期の見通し）」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) 21,000 3.2 375 △32.7 500 △26.0 300 △7.3 1,363.51
通期 45,500 8.1 1,400 32.9 1,600 25.9 780 22.1 3,545.13



  

  

※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５月12日（木） アナリスト・機関投資家向け 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)経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

当連結会計年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日）におけるわが国の経済は、企業収益が改善し個人消費の

持ち直しの傾向がみられたものの、依然として失業率が高い水準にあり、国内景気は不透明感を脱しないまま推移し

ました。また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響やそれに続く電力供給の制約等により、経験のない

急激な変化に見舞われました。 

パソコン店頭販売においては、地デジ対応等高機能機の発売、「iPad」に代表されるタブレットPCなどの新商品も

多く発売され、パソコン本体の台数、金額いずれも好調に推移しました。またパソコン以外では、テレビの好調に加

え、第３四半期以降はスマートフォン（高機能携帯電話）など新たな携帯端末が数多く発売され、人気化しました。

このような状況の中、当社グループは第２四半期以降、大型テレビ売場「VISION CENTER」を直営店舗に順次導

入、スマートフォン等の取扱強化など、インターネットデバイス（インターネットにつながる商品）の品揃えを強化

し、販売促進に努めました。利益面においては、「VISION CENTER」導入費用、物流センター稼動費用、「PC DEPOT

パソコンクリニック（パソコン技術サービス・サポートカウンター）」の直営方式テスト運営による人件費に加え、

同テスト店を第３四半期末に13店舗、第４四半期には17店舗、計30店舗開店したため、開店費用や運営費用等を含む

一時費用が約４億円発生し、販売管理費は前年比118.8％と大幅に増加しましたが、営業利益、経常利益、当期純利

益、それぞれ前年を上回りました。 

なお、当社グループは平成23年３月11日発生の東日本大震災の影響により、来店客数の減少や計画停電に伴う一部

店舗の臨時休業、営業時間の短縮等により、同日以降の業績は急速に悪化し低迷しましたが、事業継続に支障をきた

す物的・人的被害は発生しておりません。 

当社グループでは、被災された皆様を支援するために当社グループ各社並びに社員一同にて義援金を中央共同募金

会に寄付することを決定し、併せてPC DEPOT各店にて募金活動を展開しております。また、被災された方のパソコン

の応急処置や修理の優先対応かつ割引価格、一部商品の割引販売を実施するとともに当社プレミアムサービス（月額

会員制保守サービス型商品）会員には、無償修理を行っております。 

 以上の結果、当社グループ売上高は469億12百万円（前年比4.9％増）、営業利益は13億68百万円（同11.6％増）、

経常利益は15億９百万円（同15.6％増）、当期純利益は７億37百万円（同9.0％増）となり、売上高、営業利益、経

常利益はいずれも過去 高を更新しました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりです。 

なお、当連結会計年度より「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、前年比は前連結会計年度を新区分に作成し直して記載し

ております。詳細は、32ページ「４．連結財務諸表（10）連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）」を

ご覧ください。 

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厳しい状況が続きましたが、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、第３四半期における既存店来店客数は100.2％（前

年同期比）となりました。しかしながら、米Intel社の新CPU発売に伴うパソコンやパーツ商品の買い控えに加え、本

商品の不具合発生による販売中止やパソコンの新製品発売遅延等により第４四半期の既存店売上高は92.4％、既存店

来店客数95.7％（いずれも前年同期比）と低迷しました。 

商品販売においては、インターネットデバイスの取り扱いを強化する方針の下、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（高機能携帯電話）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、プレミアムサービスにおける既存商品の活性化を推進、ス

マートフォン向けの技術サービス・サポートを本格化し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）事業のパソコン用データ通信サービスは堅調に推移し、サービス売上高

は前年比127.1％とほぼ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。当連結会計年度末にお

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運営している店舗の一部直営方式への切り替えと新規出店により直営方式のテスト運営

を行っております。第３四半期末に13店舗、第４四半期には17店舗の直営店を開店し、当連結会計年度末では直営方

１．経営成績
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式30店舗、フランチャイズ方式６店舗、合計36店舗となりました。これにより、「PC DEPOT」並びに「PC DEPOTパソ

コンクリニック」の店舗数は、合計101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448億22百万円（前年比5.6％増）、経常利益は13億５百万円（同

31.5％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の減少及び新サービスであるホスティングサービスのリリース遅延により売上が減

少、新サービスの開発に伴う先行投資の発生により利益についても減少し、減収減益となりました。 

 以上の結果、インターネット関連事業の売上高は20億90百万円（前年比8.6％減）、経常利益は２億17百万円（同

32.4％減）となりました。 

  

 （次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、東日本大震災及び震災後の電力の供給不足など先行き不透明感による消費活動の停

滞が懸念される中、パソコン専門店業界におきましてもこれらの経済環境の悪化により、厳しく推移するものと思わ

れます。 

パソコンを取り巻く環境は、地上デジタル放送（地デジ）に完全移行する平成23年７月24日以降、それに対応した

商品単価の下落が予想されますが、人気化しているスマートフォンの新商品発売、タブレットPCの本格的な発売開始

など多種多様な携帯端末の販売が見込まれます。 

このような環境の変化の中、当社では、次期連結会計年度においてもインターネットデバイスの取扱強化を継続

し、パソコン以外の高機能携帯端末に対応したサービスの拡充を図ってまいります。また、当社のプレミアムサービ

スの会員に対するサポート体制を充実させ、既存会員の満足度向上に努めてまいります。 

店舗展開においては、「PC DEPOT」の直営店は４店舗、当社子会社である株式会社ピーシーデポ九州は、１店舗の

出店を計画しております。出店地域は、東京都八王子市（４月開店）、神奈川県小田原市、群馬県前橋市、茨城県つ

くば市、福岡県糟屋郡、いずれも大型店を中心に出店する予定です。また、千葉県にある富里インター店を立て替え

て増床し、今秋に開店する予定です。 

テスト運営をしておりました「PC DEPOTパソコンクリニック」の直営出店は、４月に２店舗（栃木県と群馬県）出

店し、次期連結会計年度内で20店舗以上の出店を計画、「PC DEPOTパソコンクリニック」の直営出店を本格的に稼動

させ、「PC DEPOT」の出店と合わせて関東圏における店舗網のドミナント化を進め、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。 

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し、店舗を通じて実現することが使命であるとCSRの基本方針を定めております。そ

うした考えの下、店舗網の拡大や商品・サービスの拡充を図り、より多くの方のパソコン・インターネット・デー

タ・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いては、従来からの中小のISP事業の営業権譲り受けに加え、クラウドを中心とした

新サービスの拡充により事業拡大を図ってまいります。 

  

平成24年３月期の通期連結業績見通しは、以下のように見込んでおります。 

連結売上高   500億円（前年比6.6％増） 

連結営業利益  16億70百万円（同22.0％増） 

連結経常利益  17億50百万円（同15.9％増） 

当期純利益   ７億90百万円（同7.1％増） 

  

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。 

(２）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197億28百万円であり、前年度末に比べ17億74百万円増加いたしました。総負債は

101億95百万円であり前年に比べて９億79百万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52億29百万円であり、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15億３百万円で、主たる投資は、市原インター店、

長崎店、富士店及び新設予定店舗（４店舗）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。 
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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25億５百万円と前年度末に比べ７億51百万円増加

（前年度は48百万円の減少）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６億15百万円、仕入債務の減少額３億43百万円、売上債

権の増加額２億81百万円がありましたが税金等調整前当期純利益13億28百万円、減価償却費５億95百万円、のれん

償却３億34百万円により11億21百万円増加（前年度は１億82百万円の増加）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14億51百万円により14億40百万円減少（前年

度は15億61百万円の減少）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払１億50百万円がありましたが、自己株式の処分による収入

１億94百万円、借入金の増加10億37百万円により10億70百万円の増加（前年度は13億30百万円の増加）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 

（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。 

  

(３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 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、当初予定どおり350円とさせていただきます。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、配当性向は20.5％となります。 

 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「PC DEPOT」新規出店・既存店舗のリニューアルや大型店化への戦略

投資並びに「PC DEPOTパソコンクリニック（パソコン技術サービス・サポートカウンター）」の新規出店等に充当

し、業績の一層向上に努めてまいります。  

   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  平成23年３月期

 自己資本比率 (%)  47.1  52.4  51.9  47.7 47.4

 時価ベースの自己資本比率 (%)  54.6  30.2  20.8  29.7 22.2

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)  －  0.6  0.7  18.7 4.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  －  77.4  176.5  4.7 21.7
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（４）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」による販売が中心

となっています。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 

当社の主力事業であるパソコン・ネットワーク総合専門店「PC DEPOT」の運営において、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サービス・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、競合他社が大幅な値引き販売を行った場合、当社は価格競争に応じる方針のため、粗利下落による本

体販売の収益性が低下すると考えられます。 

Ⅲ.プレミアムサービス（月額会員制保守サービス型商品）について 

当社は、技術サービス・サポート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、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。  

Ⅴ.売掛金の貸倒れについて 

当社は、プレミアムサービスの一部において、会員に機材を貸与しております。またMVNO事業（データ通信）

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。 

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。 
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Ⅳ.「PC DEPOTパソコンクリニック」のインショップ先の変動について 

 当連結会計年度末において直営30店舗を展開する「PC DEPOTパソコンクリニック（パソコン技術サービス・サ

ポートカウンター）」は、株式会社ケーズホールディングスへのインショップ方式による出店であり、何かしら

の理由により店舗の閉店、インショップ出店の撤退等、多数の店舗を継続営業することが困難となった場合、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

Ⅴ.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。 

Ⅵ.フランチャイズ店舗の閉店について 

「PC DEPOT」のフランチャイズ店舗が閉店した場合、その店舗より販売した顧客のアフターサービスやプレミア

ムサービスの会員サポート等が発生します。当社が出店するエリア外の場合は、アフターサービスやサポートコ

ストが大幅に増加するなど販売管理費が増加する可能性があり、その場合、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。 

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。 

Ⅲ.パソコン以外のインターネットデバイス（インターネットにつながる商品）の増加について 

 地デジ対応等高機能パソコンやタブレットPC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。しかしながらテレビやスマートフォンなどインターネットデバイスの増加

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.技術サービス・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・ネットワークの安全性向上に努めており、「パソコンク

リニック」において技術サービス・サポートを提供する際、使用しているソフトウェアや「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イ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の発生、あるいはウイルスの発生等により

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．プレミアムサービス（月額会員制保守サービス型商品）のメンテナンスコストについて 

 当社グループは、プレミアムサービスにてお客様に継続的なサービスを提供しています。会員のインターネッ

トやネットワーク環境に不都合が生じた場合、それらを回復するために一時的な費用が発生する等、業績に影響

を与える可能性があります。 

Ⅵ.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。 

Ⅶ.サービス商品開発の遅延について 

 当社グループは、技術サービス・サポートや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。 
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Ⅷ.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イ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500坪～1,000坪の大型店を中心に「PC DEPOT」を出店をしています。売場面積が

1,000㎡超（約300坪）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） 

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様々な法規制を遵守し、必要な許認可を取得した上で

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・サポート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・ネットワーク総合専門店として技術サービス・サポートやプレミアムサービス、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財産の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財産を侵害し、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。 
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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・内部統制室を設置し、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、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サービス・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。 

  

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。なお、当社は

平成23年３月11日に発生した東日本大震災による被害は幸い軽微でしたが、今後の災害に備えるため「災害対策マ

ニュアル」の見直し等危機管理体制の強化を図っております。 

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、41.37％（平成23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、全てのパソコンやインターネットデバイス等のユーザーに「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、ホームユーザー向けにパソコンや同関連商品及び技術サービス・サポートの販売を主たる事業とするチ

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。主な取扱商品はパソコン、スマートフォン、タブレットPC、テレビ等のインターネットデバイ

ス、周辺機器、ネットワーク機器、OA機器、中古品等です。それに加え、技術サービス・サポート、回線の取次

ぎ、MVNO事業（データ通信）及びプレミアムサービス（月額会員制保守サービス型商品）等のサービスを提供して

おります。 

 店舗数は、当連結会計年度末において「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（株式会社ピーシーデポ九州）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、日本全国に65店舗を展開しております。 

 併せて、家電量販インショップ店の「PC DEPOTパソコンクリニック（パソコン技術サービス・サポートカウンタ

ー）」は当連結会計年度末においてフランチャイズが６店舗、平成22年９月より直営方式により30店のテスト運営

を開始し、合計36店舗を展開しております。 

 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。 

当社子会社、株式会社ビー・ビー・マーケティングはYahoo!BBの加入手続きに関する代理店事業を営み、主にPC 

DEPOTに対し、Yahoo!BB回線の取次ぎ商品の提供をしております。 

②インターネット関連事業 

 当社子会社、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。 

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 

（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 

役員の兼任１名 

（連結子会社）          

株式会社ピーシーデポ九州 

（注２) 
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 

  

㈱ピーシーデポコーポレーション(7618)　平成23年３月期　決算短信

－ 10 －



(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・ネットワーク総合専門店として、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。加えて、パソコンを使用する上では、故障やウイ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サービス・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・ネットワーク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、「プレミアムサービス（月額

会員制保守サービス型商品）」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、生産性の向上を図

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。 

また、パソコンやインターネットの普及率の高まりから、技術的なサービス・サポートを望まれるより多くのお客

様のご要望にお応えするため、パソコンの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

（パソコン技術サービス・サポートカウンター）」のフランチャイズ方式に加え、平成22年９月より直営方式による

テスト運営を開始しております。 

 インターネット関連事業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、「PC DEPOTパソコンクリニック（パソコン技術サービス・サポートカウンター）」の直営出店並びに

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 

地上デジタル放送（地デジ）へ完全移行する平成23年７月24日以降、それに対応したパソコンや関連商品、タブ

レットPC（多機能携帯端末）の発売に伴い商品の単価は下落するものと想定されます。また、人気化しているスマ

ートフォン（高機能携帯端末）においても従来型の携帯電話と異なり、世界共通仕様のため今後、端末の低価格に

３．経営方針
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もつながる可能性があります。その一方で、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、新しい商品ジャンルを検討してまいります。 

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、新型インフルエ

ンザ対策や平成23年３月11日に発生した東日本大震災の際に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を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 

 インターネットデバイス（インターネットにつながる商品）の増加に伴い、パソコン、スマートフォンやゲーム

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デバイス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プレミアムサービス（月額会員制保守サービス型商

品）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、「PC DEPOT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「PC 

DEPOT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「PC DEPOT」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

等の発生に加え、平成22年９月より「PC DEPOTパソコンクリニック」の直営店を30店舗出店し、それらの開店費用

や運用費用等の増加が懸念されますが、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・ネットワーク総合専門店であり、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ております。 

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、PC DEPOT全店にパソコンクリニックを設

置、平成22年９月より「PC DEPOTパソコンクリニック」の直営テスト店の運営を開始し、技術サービス・サポート
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を提供する拠点の増加を図りました。パソコンクリニックでは、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・ネットワークの安全性向上

に努めております。また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により被災された方のパソコンの応急処置や

修理の優先対応等を行いました。 

当社は、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。 

⑩節電運営 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災以降、営業時間の短縮、夜間看板の消灯、店内照度の低下、空調温度

の調整、展示機数の減少など、節電営業に努めております。引き続き節電営業を継続し、お客様にも理解を得られ

るよう努力して参ります。 
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,753,981 2,505,003

売掛金 2,251,074 2,532,713

たな卸資産 ※1  5,315,725 ※1  5,500,066

未収入金 ※2  624,370 ※2  546,343

繰延税金資産 167,163 187,023

その他 412,247 433,785

貸倒引当金 △13,106 △26,564

流動資産合計 10,511,455 11,678,371

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,679,909 3,808,833

減価償却累計額 △766,465 △1,031,841

建物及び構築物（純額） 1,913,444 2,776,991

工具、器具及び備品 1,557,661 1,754,765

減価償却累計額 △1,074,658 △1,280,783

工具、器具及び備品（純額） 483,002 473,981

建設仮勘定 344,153 221,452

その他 105,010 264,921

減価償却累計額 △1,630 △1,719

その他（純額） 103,379 263,201

有形固定資産合計 2,843,979 3,735,627

無形固定資産   

のれん 1,024,972 690,338

その他 260,913 352,189

無形固定資産合計 1,285,885 1,042,528

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  279,708 ※3  281,176

繰延税金資産 71,178 140,404

差入保証金 1,478,521 1,439,986

敷金 1,328,826 1,233,840

その他 178,635 176,995

貸倒引当金 △23,992 －

投資その他の資産合計 3,312,878 3,272,403

固定資産合計 7,442,743 8,050,559

資産合計 17,954,199 19,728,930

㈱ピーシーデポコーポレーション(7618)　平成23年３月期　決算短信

－ 14 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,764,150 2,420,785

短期借入金 800,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 690,252 1,004,253

未払金 ※2  1,215,712 ※2  1,087,926

未払法人税等 391,304 442,938

賞与引当金 98,050 118,246

商品保証引当金 33,615 54,555

その他 479,904 620,184

流動負債合計 6,472,989 6,448,890

固定負債   

長期借入金 1,936,247 2,759,494

長期未払金 123,799 121,954

退職給付引当金 2,727 5,701

役員退職慰労引当金 22,911 24,117

資産除去債務 － 188,288

長期預り保証金 657,507 647,349

固定負債合計 2,743,192 3,746,905

負債合計 9,216,181 10,195,795

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 1,868,598

利益剰余金 5,468,659 5,984,350

自己株式 △411,462 △125,595

株主資本合計 8,546,999 9,328,550

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,207 22,454

その他の包括利益累計額合計 23,207 22,454

新株予約権 － 9,987

少数株主持分 167,811 172,142

純資産合計 8,738,017 9,533,134

負債純資産合計 17,954,199 19,728,930
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 44,740,133 46,912,722

売上原価 ※1  33,182,396 ※1  33,272,889

売上総利益 11,557,737 13,639,833

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,259,377 1,369,484

販売手数料 397,377 464,956

役員報酬 134,967 131,257

給料及び手当 2,876,980 3,491,595

賞与 264,019 294,325

賞与引当金繰入額 98,050 118,246

退職給付費用 48,077 48,355

役員退職慰労引当金繰入額 8,788 4,691

消耗品費 418,839 440,811

減価償却費 432,858 525,671

のれん償却額 344,439 334,634

不動産賃借料 1,794,203 1,941,215

その他 2,253,279 3,106,162

販売費及び一般管理費合計 10,331,259 12,271,408

営業利益 1,226,477 1,368,425

営業外収益   

受取利息 5,081 4,005

受取配当金 1,790 1,790

販売奨励金 73,294 75,846

受取賃貸料 94,678 89,129

受取手数料 37,893 40,087

持分法による投資利益 － 1,094

その他 59,145 73,700

営業外収益合計 271,883 285,654

営業外費用   

支払利息 38,664 51,760

賃貸費用 126,076 85,671

持分法による投資損失 19,494 －

支払手数料 1,092 －

その他 6,852 6,860

営業外費用合計 192,181 144,292

経常利益 1,306,179 1,509,787
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

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 －

その他 － 202

特別利益合計 40,768 202

特別損失   

減損損失 ※3  13,595 ※3  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 ※2  7,608 ※2  17,121

店舗閉鎖損失 28,390 －

解約違約金等 32,000 －

災害による損失 － 33,147

その他 － 5,924

特別損失合計 81,594 181,843

税金等調整前当期純利益 1,265,354 1,328,146

法人税、住民税及び事業税 576,852 664,165

法人税等調整額 △11,191 △89,683

法人税等合計 565,660 574,482

少数株主損益調整前当期純利益 － 753,663

少数株主利益 22,861 15,690

当期純利益 676,831 737,972
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 753,663

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △753

その他の包括利益合計 － ※2  △753

包括利益 － ※1  752,910

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 737,219

少数株主に係る包括利益 － 15,690
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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   

自己株式の処分 － △20,006

当期変動額合計 － △20,006

当期末残高 1,888,605 1,868,598

利益剰余金   

前期末残高 4,944,667 5,468,659

当期変動額   

剰余金の配当 △152,839 △151,044

当期純利益 676,831 737,972

自己株式の処分 － △71,238

当期変動額合計 523,992 515,690

当期末残高 5,468,659 5,984,350

自己株式   

前期末残高 △186,226 △411,462

当期変動額   

自己株式の取得 △225,236 －

自己株式の処分 － 285,867

当期変動額合計 △225,236 285,867

当期末残高 △411,462 △125,595

株主資本合計   

前期末残高 8,248,243 8,546,999

当期変動額   

剰余金の配当 △152,839 △151,044

当期純利益 676,831 737,972

自己株式の取得 △225,236 －

自己株式の処分 － 194,622

当期変動額合計 298,755 781,551

当期末残高 8,546,999 9,328,550
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △5,941 23,207

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,148 △753

当期変動額合計 29,148 △753

当期末残高 23,207 22,454

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △5,941 23,207

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,148 △753

当期変動額合計 29,148 △753

当期末残高 23,207 22,454

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 9,987

当期変動額合計 － 9,987

当期末残高 － 9,987

少数株主持分   

前期末残高 149,713 167,811

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,098 4,330

当期変動額合計 18,098 4,330

当期末残高 167,811 172,142

純資産合計   

前期末残高 8,392,014 8,738,017

当期変動額   

剰余金の配当 △152,839 △151,044

当期純利益 676,831 737,972

自己株式の取得 △225,236 －

自己株式の処分 － 194,622

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47,247 13,565

当期変動額合計 346,002 795,116

当期末残高 8,738,017 9,533,134
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 1,265,354 1,328,146

減価償却費 512,663 595,732

のれん償却額 344,439 334,634

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,815 13,457

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,743 20,196

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △135,923 1,206

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,990 2,974

投資有価証券売却損益（△は益） △1,287 －

商品保証引当金の増減額（△減少） △16,170 20,940

受取利息及び受取配当金 △6,872 △5,796

支払利息 38,664 51,760

為替差損益（△は益） 516 939

持分法による投資損益（△は益） 19,494 △1,094

減損損失 13,595 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 7,608 17,121

店舗閉鎖損失 28,390 －

売上債権の増減額（△は増加） △356,772 △281,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △564,243 △184,340

未収入金の増減額（△は増加） 10,345 78,027

仕入債務の増減額（△は減少） 28,941 △343,364

未払金の増減額（△は減少） △348,993 △159,875

その他の資産の増減額（△は増加） △36,253 △19,824

その他の負債の増減額（△は減少） 40,714 141,455

その他 △2,085 52,779

小計 832,694 1,789,087

利息及び配当金の受取額 4,917 1,830

利息の支払額 △40,566 △53,474

法人税等の支払額 △614,194 △615,533

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,850 1,121,909
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 △1,346,975 △1,287,999

無形固定資産の取得による支出 △56,172 △163,019

投資有価証券の売却による収入 2,250 －

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 △275,135 △91,276

敷金及び保証金の回収による収入 98,044 144,683

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 17,263 △32,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,561,332 △1,440,194

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 4,960,000 10,900,000

短期借入金の返済による支出 △4,520,000 △11,000,000

長期借入れによる収入 1,900,000 1,950,000

長期借入金の返済による支出 △625,173 △812,752

自己株式の取得による支出 △225,236 －

自己株式の処分による収入 － 194,622

配当金の支払額 △154,347 △150,263

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 1,330,479 1,070,247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △516 △939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,519 751,022

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期末残高 ※1  1,753,981 ※1  2,505,003
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前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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、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。 

(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。 

  

  (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 

 １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。 

会社等の名称 

株式会社キタムラピーシーデポ 

   

  (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 

  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 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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） 

 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 

  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 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

  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

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。 

  

──────── 

  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

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。 

  

──────── 

(4) 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 

(5) 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 

(6)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 
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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

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

──────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益

が28,113千円減少し、税金等調整前当期純利益が

148,756千円減少しています。 

──────── （「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社

の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

  当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び

「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用

しております。 

  これによる当連結会計年度の経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響はありません。   

（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

────────  (連結損益計算書関係） 

「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、当連結

会計年度では、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目

で表示しております。 
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（９）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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5,000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5,000株であります。 

──────── 

 ────────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

（10）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22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23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5,310,370

 仕  掛  品 

 貯  蔵  品 

千円

千円

3,653

1,701

 合     計 千円5,315,725

※１ たな卸資産の内訳は次のとおりです。 

 商     品 千円5,489,784

 仕  掛  品 

 貯  蔵  品 

千円

千円

903

9,377

 合     計 千円5,500,066

※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

※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。 

241,942

532,471

※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

※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77,287
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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3,457   千円3,454

※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

※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14,505

 工具、器具及び備品 千円2,615

 そ  の  他 千円－

   合  計 千円17,121

※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、備忘価額または処分可能

価額を基礎として算定しております。 

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

※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、備忘価額または処分可能

価額を基礎として算定しております。 

場所 用途 種類 

神奈川県 営業店舗 建物及び構築物 

5,006

場所 

減損損失 
（千円） 

建物及び 
構築物 

その他 計 

神奈川県  5,006  －  5,006

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円705,979

少数株主に係る包括利益     22,861

計  728,841

その他有価証券評価差額金 千円29,148

計  29,148
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前連結会計年度（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5,000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8,611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5,000株に対する配当金1,750千円を含めておりません。  

（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 （注）１、２  4,873  8,611  －  13,484

合計  4,873  8,611  －  13,484

（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  74,037  利益剰余金  350 平成22年３月31日 平成22年６月24日

㈱ピーシーデポコーポレーション(7618)　平成23年３月期　決算短信

－ 29 －



  

  当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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 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 自己株式の減少8,484株は、取締役会決議による自己株式の処分による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（注）基準日現在に信託口が所有する当社株式5,000株に対する配当金1,750千円を含めておりません。  

(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5,000株に対する配当金1,750千円を含めておりません。  

  
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  13,484  －  8,484  5,000

合計  13,484  －  8,484  5,000

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的

となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計

年度末残高 
（千円） 

前連結会計

年度末  
当連結会計

年度増加  
当連結会計

年度減少  
当連結会計 
年度末  

提出会社及び

一部子会社 

従業員株式所有

制度「株式給付

信託(J-ESOP)」 

普通株式  －  402  8  394  9,987

 合計  －  －  402  8 394  9,987

（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22年５月11日 

取締役会 
普通株式  74,037  350 平成22年３月31日 平成22年６月24日

平成22年11月４日 

取締役会 
普通株式  77,007  350 平成22年９月30日 平成22年12月６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23年５月10日 

取締役会 
普通株式  77,007  利益剰余金  350 平成23年３月31日 平成23年６月24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21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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1,753,981

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

※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2,505,003

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2,505,003

※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による収入

(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：取得による収入  千円3,552

─────────── 
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前連結会計年度（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。 

（セグメント情報等）

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  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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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」と同一であります。 

 また、報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高又は振替高

等は市場価格等に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３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 千円であります。 

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

    

        (追加情報）  

当連結会計年度より、「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。 

ｄ．セグメント情報

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１  

連結 
財務諸表 
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           

 外部顧客への売上高  44,822,421  2,090,301 46,912,722  －  46,912,722

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 594  123,817  124,411  (124,411)  －

計  44,823,015  2,214,118 47,037,134  (124,411)  46,912,722

セグメント利益  1,305,914  217,879  1,523,794  (14,007)  1,509,787

その他の項目     

 減価償却費    517,561  78,171  595,732  －  595,732

△14,007
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 （注）１. 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の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

    ２． １株当たり情報の算定上の基礎となる「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

5,000株を控除しております。 

  

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額  円40,514.17

１株当たり当期純利益金額  円3,107.98

１株当たり純資産額  円42,500.70

１株当たり当期純利益金額  円3,417.66

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

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。 

潜在株式調整後１株当たり当期純 

利益金額 
 円3,411.36

  
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日）  

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  676,831  737,972

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）  636,831  737,972

期中平均株式数（株）  217,772  215,929

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額（千円）  － － 

普通株式増加数（株）  －  399

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金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

－ － 

（重要な後発事象）
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  （注）１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

      ２. セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ３. 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。 

 ※ 当連結会計年度より「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、前年比は前連結会計年度を新区

分に作成し直して記載しております。 

  

    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、資産除去債

務、賃貸等不動産、リース取引、税効果会計関係、企業結合等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23年６月24日に提出予定の当社の「第17期有価証券報告書（平成22年４月１日

から平成23年３月31日）」をご覧ください。  

    

(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 

  ・新任取締役候補者 

    取締役 島野 孝之（現 上級執行役員営業統括本部長） 

③ 就任予定日 

  平成23年６月23日  

 以 上       

  

（商品別売上高）

[セグメントの名称] 
品目  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 
前年比 
（％） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

[パソコン等販売事業]           

  パソコン本体  10,787,395  24.1  11,155,587  23.8 103.4 

  モニタ  1,372,539  3.1  1,130,444  2.4 82.4 

  プリンタ  936,102  2.1  828,478  1.8  88.5 

  周辺機器  12,367,600  27.6  11,260,755  24.0  91.1 

  アクセサリ・サプライ  5,197,674  11.6  5,225,538  11.1  100.5 

  ソフト  1,526,476  3.4  1,328,169  2.8   87.0 

  OA機器・中古品・その他  2,837,230  6.3  4,643,520  9.9  163.7 

 商品売上高計  35,025,018  78.2  35,572,495  75.8  101.6 

  ロイヤリティー他収入  559,295  1.3  522,954  1.1   93.5 

  技術サービス・手数料売上高  6,868,510  15.4  8,726,971  18.6   127.1 

 計  42,452,824  94.9  44,822,421  95.5  105.6 

[インターネット関連事業]  2,287,308  5.1  2,090,301  4.5  91.4 

 合計  44,740,133  100.0  46,912,722  100.0  104.9 

9,983,490

（開示の省略）

５．その他
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