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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日～６月30日）におけるわが国の経済は、政府の景気対策等の効果

もあり緩やかながらも回復傾向である一方、個人消費は、季節商品の販売不振など先行きは依然不透明でありまし

た。 

国内パソコン店頭販売においては、平成26年４月に実施されたWindows XPのサポート終了による個人使用のパソ

コンの買い替え需要が一段落した同年７月以降、販売台数は減少し厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当社グループはパソコン、スマートフォン、タブレット等のインターネットデバイスの販売

強化と関連サービスを積極展開し、商品からサービスをワンストップで提供するスマートライフパートナー化を継

続して進めました。店舗展開においては、神奈川県及び東京都の既存店を中心に、サービス販売に重点を置いた新

業態店「ピーシーデポスマートライフ店」への改装、新規出店を継続し、平成27年６月末時点でピーシーデポスマ

ートライフ店は16店舗となりました。加えて、前年度より新業態店のノウハウを大型店に組み入れた「スマート・

バイ・ソリューション」の導入を進め、導入店舗は19店舗となり、PC DEPOT大型店においてもスマートデバイスの

サポートやサービス、コンテンツを含めた総合的な販売を加速いたしました。サービス商品においては、コンテン

ツサービスやクラウドサービス等を併せて提供するソリューション化を推進しました。平成27年２月に開始した、

NTT社の光回線卸しをうけた光回線のFVNO（Fixed Virtual Network Operator）など、回線・機器・サポートを合

わせた総合的なサービスの提供を積極的に進めました。 

既存店における売上高は前年同期比97.2％、ソリューションサービス売上高※は前年同期比125.7％、売上総利

益は前年同期比105.3％と順調に推移いたしました。費用の面では、当社の特徴であるサービス販売の増加に対応

し、スタッフの確保と教育を積極的に進めた結果、人件費は前年同期比107.1％と増加しましたが、利益貢献度の

高いソリューションサービス売上高の増加により売上総利益率が改善したため、費用の増加を吸収し、営業利益、

経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益はいずれも前年を上回りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は122億29百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益は８

億17百万円（前年同期比0.8％増）、経常利益は８億47百万円（前年同期比1.0％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は５億42百万円（前年同期比3.6％増）となり、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利

益はいずれも過去最高益となりました。

 

※平成27年３月期には技術サービス・手数料売上高と表記しておりましたが、当第１四半期連結累計期間よりソリューションサービス

売上高に名称を変更しております。なお、計上方法に変更はございません。 

 

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

商品面においては、スマートデバイスの取り扱い、またそのサポート強化を継続しました。パソコン販売は前年

７月以降、マーケットの縮小が続き、いまだ厳しい状況となっております。一方、スマートフォン、タブレットを

はじめスマートデバイス販売は堅調に推移しています。 

 サービス面においては、インターネット回線、Mac、iPhone、iPadをはじめとする各種インターネットデバイス

に当社のサポートサービスを併せて提供する当社独自のサービスを継続して進め、ソリューション販売を継続しま

した。また、商品を購入された方を対象に、購入後ご自身で設定を試みたが設定ができなかったといったお困りに

対し、当社技術サポートを優待価格で受けることや、定期点検を受けることのできるサービスを開始するなど潜在

的な需要に対するサービス提供を積極的に行いました。さらに、当社主力のプレミアムサービス（月額会員制保守

サービス型商品）においては、会員を対象に環境に応じたデバイスや周辺機器を機器とサポートサービスを併せて

提供するサービスの拡大を図り、新しいお客様の増加に努めました。既存会員様にはローカルとクラウドを同期バ

ックアップする新クラウドシステムや、それらサービスを総合的に効率化する会員サポート大規模管理システム

「JIMAS」を３月より開始し、より一層、インターネットデバイスを便利に、安心して使用できるサービスを拡充

し満足向上に努めました。コンテンツ分野では、フジサンケイビジネスアイ等の新聞・情報紙の閲覧購読サービス

を実施する等、種類、サービスの拡充に努め、デジタル雑誌は日経ビジネス等の経済誌、婦人画報等の女性向け雑

誌、スポーツ雑誌、健康や趣味に特化した雑誌等に範囲を広げ、取り扱い雑誌数は54誌となりました（６月30日時

点）。 

以上の結果、プレミアムサービス、デジタル雑誌、ビデオ・オンデマンド、クラウド、IP電話等のソリューショ

ンサービス、MVNOによるモバイル通信、FVNOによる光回線の通信サービス、並びにパソコン、スマートデバイス向

け技術サービス・サポートはいずれも順調に増加いたしました。 

当第１四半期連結累計期間末における店舗数は、神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・静岡県・群馬県・栃木

県、茨城県において「PC DEPOT」直営35店舗。神奈川県・東京都において「ピーシーデポスマートライフ店」16店

舗。また子会社（株式会社ピーシーデポストアーズ）運営の「PC DEPOT」は九州・中部・信越・東北・四国地区に

て13店舗。近畿・中国地区にてフランチャイズ運営の「PC DEPOT」は３店舗となり、合計67店舗。「PC DEPOTパソ
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コンクリニック」直営52店舗、フランチャイズ６店舗、合計58店舗となり、「PC DEPOT」「ピーシーデポスマート

ライフ店」と「PC DEPOTパソコンクリニック」の総店舗数は125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119億18百万円（前年同期比1.7％減）、セグメント利益は９億72百

万円（前年同期比4.9％増）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いては、当社グループ間業務受託の強化を進めておりますが、子会社が取り扱うイ

ンターネット・サービス・プロバイダー会員数の減少により売上高は減少し、前年を下回りました。 

以上の結果、インターネット関連事業の売上高は３億11百円（前年同期比5.6％減）、セグメント利益は84百万

円（前年同期比6.6％減）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は292億32百万円であり、前連結会計年度末に比べ24百万円減少いたしま

した。総負債は136億82百万円であり前連結会計年度末に比べて３億93百万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83億87百万円であり、財務の健全性は保たれております。

 当第１四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１億42百万円であります。これらの資金

は自己資金、借入金並びに増資資金でまかなっております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における業績は、業績予想に対し売上高、営業利益並びに経常利益は、ほぼ計画通り

に推移しており、平成27年５月12日の決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

 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。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 該当事項はありません。

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

   （企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後に実施される企業結合につ

いては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の

四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主

持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連

結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

 これによる損益に与える影響はありません。
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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） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,370,487 1,416,829 

売掛金 9,906,521 10,573,931 

たな卸資産 6,548,133 6,881,425 

未収入金 311,754 283,913 

繰延税金資産 467,897 504,476 

その他 502,232 499,322 

貸倒引当金 △186,732 △189,733 

流動資産合計 19,920,294 19,970,165 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 6,513,711 6,554,847 

減価償却累計額 △2,396,246 △2,493,887 

建物及び構築物（純額） 4,117,465 4,060,960 

工具、器具及び備品 2,094,144 2,167,670 

減価償却累計額 △1,505,499 △1,551,978 

工具、器具及び備品（純額） 588,644 615,692 

土地 263,011 263,011 

建設仮勘定 43,802 6,422 

その他 375 4,629 

減価償却累計額 △93 △599 

その他（純額） 281 4,029 

有形固定資産合計 5,013,204 4,950,116 

無形固定資産    

のれん 5,174 4,139 

その他 782,600 775,489 

無形固定資産合計 787,775 779,629 

投資その他の資産    

投資有価証券 194,712 211,081 

繰延税金資産 278,021 277,009 

差入保証金 1,639,131 1,622,883 

敷金 1,275,631 1,276,045 

その他 150,960 148,635 

貸倒引当金 △2,721 △2,630 

投資その他の資産合計 3,535,735 3,533,025 

固定資産合計 9,336,715 9,262,772 

資産合計 29,257,010 29,232,937 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 1,691,643 2,142,945 

短期借入金 4,520,000 4,600,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,447,464 1,359,964 

未払金 1,090,089 1,076,407 

未払法人税等 878,749 315,106 

賞与引当金 195,162 366,976 

商品保証引当金 307,354 361,057 

その他 1,517,221 1,360,573 

流動負債合計 11,647,685 11,583,030 

固定負債    

長期借入金 1,796,797 1,501,806 

長期未払金 112,700 99,152 

退職給付に係る負債 19,826 - 

資産除去債務 404,942 406,652 

長期預り保証金 93,999 91,459 

固定負債合計 2,428,265 2,099,070 

負債合計 14,075,951 13,682,101 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,745,734 2,745,734 

資本剰余金 3,013,136 3,013,136 

利益剰余金 9,493,765 9,846,387 

自己株式 △152,427 △152,512 

株主資本合計 15,100,208 15,452,745 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 51,034 60,429 

その他の包括利益累計額合計 51,034 60,429 

新株予約権 29,816 37,661 

純資産合計 15,181,058 15,550,836 

負債純資産合計 29,257,010 29,232,937 

 

- 5 -

（株）ピーシーデポコーポレーション（7618）　平成28年３月期第１四半期決算短信



（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26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 12,448,934 12,229,496 

売上原価 7,655,614 7,181,527 

売上総利益 4,793,319 5,047,968 

販売費及び一般管理費    

広告宣伝費 229,983 212,978 

販売手数料 149,394 155,959 

役員報酬 37,000 40,620 

給料及び手当 1,412,409 1,541,287 

賞与引当金繰入額 190,392 172,568 

退職給付費用 15,691 20,060 

消耗品費 131,286 117,444 

減価償却費 156,897 187,940 

のれん償却額 2,019 1,034 

不動産賃借料 555,166 603,154 

その他 1,102,647 1,177,818 

販売費及び一般管理費合計 3,982,888 4,230,867 

営業利益 810,431 817,101 

営業外収益    

受取利息 35 44 

受取配当金 1,656 1,524 

販売奨励金 7,687 10,811 

受取賃貸料 34,985 35,430 

受取手数料 6,495 10,456 

持分法による投資利益 1,959 2,495 

その他 20,111 13,353 

営業外収益合計 72,931 74,117 

営業外費用    

支払利息 15,483 14,786 

賃貸費用 28,588 28,588 

その他 171 175 

営業外費用合計 44,243 43,549 

経常利益 839,118 847,668 

特別利益    

固定資産売却益 14 - 

特別利益合計 14 - 

特別損失    

固定資産売却損 151 - 

固定資産除却損 6,614 1,470 

確定拠出年金制度への移行に伴う損失 - 19,716 

特別損失合計 6,765 21,186 

税金等調整前四半期純利益 832,367 826,481 

法人税、住民税及び事業税 347,271 323,949 

法人税等調整額 △38,770 △40,046 

法人税等合計 308,501 283,903 

四半期純利益 523,866 542,577 

非支配株主に帰属する四半期純利益 - - 

親会社株主に帰属する四半期純利益 523,866 542,577 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益 523,866 542,577 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 1,174 9,394 

その他の包括利益合計 1,174 9,394 

四半期包括利益 525,040 551,972 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 525,040 551,972 

非支配株主に係る四半期包括利益 - - 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６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） 

  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 12,119,249 329,684 12,448,934 - 12,448,934 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
273 169,450 169,723 △169,723 - 

計 12,119,522 499,134 12,618,657 △169,723 12,448,934 

セグメント利益 927,095 90,850 1,017,946 △178,827 839,118 

(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△181,375千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。

 

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１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６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） 

  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 11,918,359 311,136 12,229,496 - 12,229,496 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
625 211,382 212,007 △212,007 - 

計 11,918,985 522,518 12,441,504 △212,007 12,229,496 

セグメント利益 972,063 84,854 1,056,917 △209,249 847,668 

(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△210,236千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。
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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。
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４．補足情報

 販売の状況

（商品別売上高）

 

 前第１四半期連結累計期間

（自 平成26年４月１日

 至 平成26年６月30日）

 当第１四半期連結累計期間

（自 平成27年４月１日

 至 平成27年６月30日）
前年同期比
（％）

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

[パソコン等販売事業]          

 パソコン本体等 2,900,118 23.3 1,696,245 13.9 58.5

 周辺機器 1,963,218 15.8 1,635,894 13.4 83.3

 アクセサリ・サプライ 788,839 6.4 706,247 5.8 89.5

 ソフト 336,695 2.7 205,084 1.7 60.9

 中古品・その他 1,593,981 12.8 1,995,797 16.3 125.2

 商品売上高計 7,582,852 61.0 6,239,269 51.1 82.3

 ロイヤリティー他収入 40,804 0.3 27,934 0.2 68.5

 ソリューションサービス売上高※ 4,495,591 36.1 5,651,155 46.2 125.7

計 12,119,249 97.4 11,918,359 97.5 98.3

[インターネット関連事業] 329,684 2.6 311,136 2.5 94.4

 合計 12,448,934 100.0 12,229,496 100.0 98.2

（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360,854千円であります。

 

※平成27年３月期には技術サービス・手数料売上高と表記しておりましたが、当第１四半期連結累計期間よりソリュ
ーションサービス売上高に名称を変更しております。なお、計上方法に変更はございません。
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