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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 24,168 4.6 199 △49.9 261 △47.0 94 △64.1
24年3月期第2四半期 23,097 1.7 398 △45.1 492 △36.0 263 △23.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 82百万円 （△70.3％） 24年3月期第2四半期 278百万円 （△18.7％）

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

25年3月期第2四半期 431.97 430.35
24年3月期第2四半期 1,195.73 1,192.62

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 22,486 9,574 42.1
24年3月期 23,238 9,563 40.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,461百万円 24年3月期  9,458百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 350.00 ― 350.00 700.00
25年3月期 ― 350.00
25年3月期（予想） ― 350.00 700.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 51,000 2.6 600 8.4 700 △2.4 350 24.8 1,599.76



(1) 当四半期連結累計期間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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 詳細は、【添付資料】P.3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
四半期連結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。業績予
想に関する事項は、添付資料3P「1.当四半期決算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」をご参照ください。 
 
 当社は平成24年11月15日（木）に決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用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（http://www.pcdepot.co.jp/co_ir/index.html）に掲載する予定です。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 225,020 株 24年3月期 225,020 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 6,238 株 24年3月期 6,238 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 218,782 株 24年3月期2Q 220,020 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）におけるわが国の経済は、東日本大震災後

の復興需要など、ゆるやかな改善傾向が見受けられます。その一方で欧州諸国の金融不安や円高基調は続き、消費

税増税による将来への可処分所得減少の不安などから個人消費を含めた景気の先行きは低調に推移する状況が続き

ました。 

商品販売においては、前年のアナログ地上波停止によるテレビ販売の低迷にみるように、パソコンにおいても地

上波デジタル放送対応機種の販売増加の反動やパソコンの普及によるコモディティ化の進行、スマートフォンやタ

ブレット端末（多機能携帯端末）の人気化により販売台数は減少、平均単価、販売金額も前年を下回りました。 

このような状況の中、当社グループはパソコン・ネットワーク総合専門店「PC DEPOT」に加え、他量販店へイン

ショップ出店している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」の両輪

営業をすすめてまいりました。店舗数は前第２四半期連結会計期間末に比べ22店舗増加し111店舗となり、開店１

年未満の店舗が23店舗（「PC DEPOT」11店舗、「PC DEPOTパソコンクリニック」12店舗）となりました。既存店売

上高は減少したものの、新店効果や新サービスの開始などの理由から、サービス売上高は前年同期比128.3％と順

調に推移しました。一方、店舗増加により販売費及び一般管理費は前年同期比112.0％と増加し、経常利益は前年

同期を下回りました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は241億68百万円（前年同期比4.6％増）、営業利益は１

億99百万円（前年同期比49.9％減）、経常利益は２億61百万円（前年同期比47.0％減）、四半期純利益は94百万円

（前年同期比64.1％減）となりました。 

  

 ※１・・・「PC DPEOT」とは、パソコン・ネットワーク総合専門店 

 ※２・・・「PC DEPOTパソコンクリニック」とは、他量販店へインショップ出店しているパソコン修理や 

技術サービス・サポートを提供する専門店 

  

  

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 

平成23年７月の地上デジタル放送への移行後テレビ市場は成熟化し市場は頭打ちのなか、スマートフォンやタブ

レット端末（多機能携帯端末）に対する期待感は徐々に高まるものの、第２四半期連結累計期間の既存店売上高は

前年同期比90.0％、既存店来店客数は前年同期比89.5％と苦戦をしました。 

商品面におきましては、急成長するスマートフォンやタブレット端末（多機能携帯端末）の取り扱い強化を継続

しました。サービス面では、パソコンやスマートフォンを使用する際の便利な技術サービス・サポートの提供に加

え、ご自宅にあるお客様のオリジナルのホームビデオテープをスマートフォンで視聴することができる「想い出ス

マートビデオ」など、ご自宅やご家族で使用する際に幅広い年代の方に便利に楽しんでいただくことのできるサー

ビスの提供を開始いたしました。 

店舗展開においては、「PC DEPOT」を８月に飯塚花瀬店（福岡県）を移転増床のため閉店し、９月に飯塚秋松店

（福岡県）を開店いたしました。当第２四半期連結会計期間末における「PCDEPOT」の店舗数は、直営50店舗、子

会社11店舗、フランチャイズ５店舗、合計66店舗となりました。他量販店へインショップ出店しているパソコン修

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」は直営２店舗を開店し、平成22年９月か

ら平成24年６月に開店した47店舗と合わせて直営49店舗、フランチャイズ７店舗、子会社にてテスト運営中の単独

店１店舗を含め店舗数は合計57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232億36百万円（前年同期比4.8％増）、セグメント利益は１億54百

万円（前年同期比62.7％減）となりました。 

  

②インターネット関連事業 

インターネット関連事業におきましては、インターネット・サービス・プロバイダー会員は減少しております

が、Web制作が増加し、売上高は前年同期並みとなりました。期初から当社グループが提供するプレミアムサービ

ス関連のバックアップ体制やサービス販売体制においてグループ間の連携を強化しております。その一環により第

２四半期から親会社からの業務委託が増加し、セグメント利益は増加しました。 

以上の結果、インターネット関連事業の売上高は９億31百万円（前年同期比0.2％減）、セグメント利益は１億

14百万円（前年同期比30.6％増）となりました。 

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は224億86百万円であり、前連結会計年度末に比べ７億52百万円減少いた

しました。総負債は129億11百万円であり前連結会計年度末に比べて７億62百万円減少いたしました。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50億62百万円であり、財務の健全性は保たれております。  

 当第２四半期連結累計期間において実施いたしました設備投資の総額は５億50百万円で、主たる投資は、盛岡本

店、十日市場店及び環七奥戸店の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。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における業績は、通期の業績予想に対し売上、営業利益、経常利益ならびに当期純利

益は若干下回りました。 

第３四半期以降も引き続き、個人消費においては厳しい環境が継続するものと考えられ、当業界においては、マ

イクロソフト社の新OS「Windows８」の発売やそれを搭載した新しいパソコン、各種スマートフォン、10インチの

タブレット端末やiPad miniをはじめとした７インチの小型タブレット端末など非常に多くの新しい商品が発売さ

れております。こうした商品を積極的に販売するとともに、それら新製品の「購入時」・「買い替え」・「購入

後」さまざまなシーンにおいて、お客様が安心して使用できるお手伝いの推進、それら新商品を便利に使うことが

可能となるサービスの拡充を図って参りますが、家電量販店間の販売競争激化、単価下落、Windows８搭載のタブ

レットとスマートフォン年内発売見送り等、現時点においてマイナス要素も多い事を勘案し、平成24年５月10日の

決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想を以下の通り変更いたします。 

  

※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。 

  

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以 

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

  この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。   

   

   

  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  

前回予想（A） 
百万円

55,000

百万円

680

百万円

800

百万円

440

円 銭

2,011.13

今回予想（B）  51,000 600 700 350 1,599.76

増減額（B-A） △4,000 △80 △100 △90 －

増減率  △7.3% △11.8% △12.5% △20.5% －

前期実績  49,693 553 717 280  1,275.62

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,083,068 2,858,694

売掛金 3,619,741 3,583,462

たな卸資産 7,285,693 5,861,975

未収入金 461,697 378,499

繰延税金資産 192,112 203,905

未収消費税等 30,185 －

その他 559,637 551,090

貸倒引当金 △46,520 △42,653

流動資産合計 14,185,616 13,394,974

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,479,496 6,007,573

減価償却累計額 △1,361,012 △1,564,415

建物及び構築物（純額） 4,118,484 4,443,158

工具、器具及び備品 1,848,260 1,911,582

減価償却累計額 △1,356,991 △1,439,838

工具、器具及び備品（純額） 491,269 471,743

土地 263,011 263,011

建設仮勘定 68,667 25,216

その他 1,910 1,910

減価償却累計額 △1,780 △1,801

その他（純額） 129 109

有形固定資産合計 4,941,561 5,203,238

無形固定資産   

のれん 406,648 280,994

その他 301,364 267,562

無形固定資産合計 708,013 548,556

投資その他の資産   

投資有価証券 283,093 260,613

繰延税金資産 169,627 191,625

差入保証金 1,466,773 1,425,606

敷金 1,272,342 1,276,930

その他 211,155 184,530

投資その他の資産合計 3,402,993 3,339,306

固定資産合計 9,052,567 9,091,101

資産合計 23,238,183 22,486,076
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,506,108 2,536,056

短期借入金 2,100,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 1,518,264 1,776,556

未払金 1,084,150 860,312

未払法人税等 129,439 174,344

賞与引当金 156,108 181,711

商品保証引当金 70,854 75,251

その他 660,221 878,628

流動負債合計 9,225,147 8,332,860

固定負債   

長期借入金 3,809,574 3,935,490

長期未払金 121,954 122,760

退職給付引当金 5,706 7,460

役員退職慰労引当金 28,284 －

資産除去債務 341,417 375,975

長期預り保証金 142,190 137,111

固定負債合計 4,449,126 4,578,798

負債合計 13,674,274 12,911,658

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 1,868,598

利益剰余金 6,110,861 6,128,794

自己株式 △151,298 △151,298

株主資本合計 9,429,358 9,447,292

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,823 14,476

その他の包括利益累計額合計 28,823 14,476

新株予約権 13,304 18,116

少数株主持分 92,423 94,532

純資産合計 9,563,909 9,574,417

負債純資産合計 23,238,183 22,486,076
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 23,097,177 24,168,294

売上原価 16,035,763 16,504,073

売上総利益 7,061,413 7,664,220

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 731,423 816,832

販売手数料 247,838 255,894

役員報酬 67,109 63,516

給料及び手当 2,017,518 2,336,620

賞与 96,404 94,094

賞与引当金繰入額 147,518 181,711

退職給付費用 26,396 28,633

役員退職慰労引当金繰入額 2,237 842

消耗品費 256,620 247,982

減価償却費 291,507 336,955

のれん償却額 146,876 125,654

不動産賃借料 1,005,631 1,109,819

その他 1,625,480 1,865,787

販売費及び一般管理費合計 6,662,563 7,464,345

営業利益 398,850 199,875

営業外収益   

受取利息 1,756 1,498

受取配当金 2,422 2,982

販売奨励金 68,469 45,493

受取賃貸料 44,328 58,462

受取手数料 22,638 21,799

その他 29,847 30,107

営業外収益合計 169,462 160,344

営業外費用   

支払利息 31,768 46,801

賃貸費用 40,428 48,254

持分法による投資損失 2,001 3,454

その他 1,439 569

営業外費用合計 75,638 99,080

経常利益 492,674 261,139

特別利益   

その他 354 574

特別利益合計 354 574
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 3,780 24,164

減損損失 － 5,755

災害による損失 2,806 －

その他 5,287 5,904

特別損失合計 11,875 35,823

税金等調整前四半期純利益 481,154 225,889

法人税、住民税及び事業税 235,434 157,888

法人税等調整額 △21,634 △29,112

法人税等合計 213,799 128,776

少数株主損益調整前四半期純利益 267,354 97,113

少数株主利益 4,270 2,606

四半期純利益 263,084 94,507
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 267,354 97,113

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10,873 △14,346

その他の包括利益合計 10,873 △14,346

四半期包括利益 278,228 82,766

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 273,958 80,160

少数株主に係る四半期包括利益 4,270 2,606
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 481,154 225,889

減価償却費 313,857 350,797

のれん償却額 146,876 125,654

貸倒引当金の増減額（△は減少） 823 △3,867

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,271 25,603

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,237 △28,284

退職給付引当金の増減額（△は減少） △895 1,754

商品保証引当金の増減額（△は減少） 8,808 4,397

受取利息及び受取配当金 △4,178 △4,481

支払利息 31,768 46,801

為替差損益（△は益） 631 474

持分法による投資損益（△は益） 2,001 3,454

減損損失 － 5,755

固定資産除却損 3,780 24,164

売上債権の増減額（△は増加） △53,871 36,279

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,608,915 1,423,717

未収入金の増減額（△は増加） △15,329 83,198

仕入債務の増減額（△は減少） 1,108,379 △970,052

未払金の増減額（△は減少） 142,792 △210,400

その他の資産の増減額（△は増加） △75,468 39,096

その他の負債の増減額（△は減少） △19,433 222,467

その他 13,697 21,486

小計 507,988 1,423,908

利息及び配当金の受取額 2,449 3,102

利息の支払額 △31,445 △47,165

法人税等の支払額 △429,890 △117,605

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,101 1,262,239

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 △877,121 △548,719

無形固定資産の取得による支出 △80,250 △33,494

子会社株式の取得による支出 △72,100 －

敷金及び保証金の差入による支出 △79,513 △13,349

敷金及び保証金の回収による収入 64,565 55,212

預り保証金の返還による支出 △5,079 △5,079

その他 △61,265 4,912

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,110,763 △540,517
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 7,400,000 13,300,000

短期借入金の返済による支出 △6,200,000 △13,550,000

長期借入れによる収入 － 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △530,126 △815,792

配当金の支払額 △76,977 △79,330

少数株主への配当金の支払額 △32,733 △497

財務活動によるキャッシュ・フロー 560,162 54,379

現金及び現金同等物に係る換算差額 △631 △474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △502,130 775,626

現金及び現金同等物の期首残高 2,505,003 2,083,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,002,873 2,858,694
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該当事項はありません。   

   

   

著しい変動がないため記載を省略しております。 

   

   

Ⅰ.前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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 

（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。 

  

２．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。 

  

Ⅱ.当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．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 

（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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

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  22,163,973  933,204  23,097,177  －  23,097,177

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 14  73,591  73,605  (73,605)  －

計  22,163,987  1,006,795  23,170,782  (73,605)  23,097,177

セグメント利益  413,571  87,797  501,368  (8,694)  492,674

△8,694

  

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  23,236,949  931,344  24,168,294  －  24,168,294

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 864  143,370  144,234  (144,234)  －

計  23,237,813  1,074,715  24,312,528  (144,234)  24,168,294

セグメント利益  154,280  114,624  268,905  (7,765)  261,139

△8,730
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  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。 

  

２．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。 

   

   

販売の状況 

（商品別売上高） 

(注）１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２. 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。 

  

  

５．補足情報

[セグメントの名称] 
品目 

当連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

前年同期比 
（％） 

金額（千円） 構成比（％） 

[パソコン等販売事業]       

  パソコン本体  5,992,624 24.8 109.7 

  周辺機器  5,089,897 21.1 101.2 

  アクセサリ・サプライ  2,313,705 9.6 101.2 

  ソフト  592,874 2.4 107.9 

  中古品・その他  2,354,382 9.7 70.7 

商品売上高計  16,343,483 67.6 98.1 

  ロイヤリティー他収入  83,789 0.3 41.6 

  技術サービス・手数料売上高  6,809,676 28.2 128.3 

計  23,236,949 96.1 104.8 

[インターネット関連事業]  931,344 3.9 99.8 

合計  24,168,294 100.0 104.6 

1,390,747
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