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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第33期
第２四半期
累計期間

第33期
第２四半期
会計期間

第32期

会計期間

自　平成21年
　　　1月21日
至　平成21年
　　　7月20日

自　平成21年
　　　4月21日
至　平成21年
　　　7月20日

自　平成20年
　　　１月21日
至　平成21年
　　　１月20日

売上高 (千円) 1,196,777584,6162,650,327

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) 42,505 △1,070 119,654

四半期純利益
又は四半期（当期）純
損失(△)

(千円) 24,375 △661 △75,779

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 238,800 238,800

発行済株式総数 (株) ― 4,437,5004,437,500

純資産額 (千円) ― 1,712,5911,752,434

総資産額 (千円) ― 2,000,8061,989,435

１株当たり純資産額 (円) ― 393.00 402.15

１株当たり四半期
純利益又は1株当たり四
半期(当期)純損失(△)

(円) 5.59 △0.15 △17.39

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 25.00

自己資本比率 (％) ― 85.6 88.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 237,948 ― 193,668

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △37,066 ― △94,610

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △108,554 ― △108,549

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 1,179,7411,087,505

従業員数 (名) ― 36 34

(注) 1　第１四半期会計期間より四半期報告書を作成しています。そのため前年同期間の経営指標等は記載していません。

売上高等の前期対比につきましては、第一部第2の4［財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析］をご覧ください。

2　売上高には、消費税等は含まれていません。

3　当社は、四半期連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については

記載していません。　　

4　当社は、関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益の記載はしていません。
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5　第33期第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、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いません。

6　第32期及び第33期第2四半期会計期間の、潜在株式調整後の1株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式

は存在しますが1株当たり四半期（当期）純損失であるため記載していません。

　

２ 【事業の内容】

当第2四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な

関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

　当第2四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年７月20日現在

従業員数(名) 36(6)

　(注) 従業員数は就業人員であり、（）は人材派遣会社から受入の派遣社員を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第２四半期会計期間における仕入実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分の名称 仕入高(千円)

乳児・知育玩具 97,841

女児玩具 74,539

遊具・乗り物 79,678

その他 48,823

合計 300,881

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２　海外仕入比率は95.9％です。

　

(2) 受注実績

当社は、受注生産は行っておりません。
　

(3) 販売実績

当第2四半期会計期間における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分の名称 販売高(千円)

乳児・知育玩具 210,813

女児玩具 133,475

遊具・乗り物 172,175

その他 68,154

合計 584,616

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第2四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

日本トイザらス㈱ 198,540 34.0

㈱ハピネット 65,887 11.3

２　当第2四半期会計期間の主要な輸出先及び輸出売上高及び割合は、次のとおりです。
　　なお、(　)内は総売上実績に対する輸出売上高の割合です。

輸出先

当第2四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

アメリカ 49,954 77.6

東南アジア他 14,419 22.4

合計
64,373

(11.0%)
100.0

　　　 ３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第2四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証
券報告書（平成21年4月17日提出）に記載しました事業等のリスクについて重要な変更はありません。な
お、第1四半期会計期間より留意している事項は以下のとおりです。
 
貸倒リスクの高まり 
　すでに第1四半期では直接取引先2社の貸倒をご報告しておりますが、前期末商戦から続く市場低迷は、財
務基盤が脆弱な企業には厳しい影響が出ております。当社では、取引信用保険を付保するなどの対策で貸倒
による損益への影響を最小限に留める努力をしておりますが、今後一層の警戒を必要とし、予断を許さない
状況が続きます。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

　当33期の第2四半期に入り、不況の影響を受けにくいと言われた知育や基礎玩具でも前年を割る状況で、玩

具市場は沈滞し、消費冷え込みに回復の兆しが見えません。食品・日用品だけでなく、量販店等の玩具売場

でも売上不振を補うPB商品の増加計画等で売場の争奪は益々厳しく、百貨店における集客不足は玩具市況

に直接影響し始めています。また、大人用を含む自転車市場でも、エコブームで盛り上がった前年に比べ、下

回る傾向で楽観出来ないと同業界で言われ始めています。

 

　このように当社を取り囲む販売環境は、1ヶ月進むごとに厳しい方へと変化し、全くの逆風の真只中です

が、当社では当第2四半期も自転車の好調に恵まれ前年を維持し、当33期第2四半期累計期間の売上高は、11

億97百万円（うち、第2四半期会計期間売上高は5億85百万円）、前年同累計期間実績対比10.3%増（前年同

会計期間実績対比では0.3％減）と第1四半期の好調を継続しています。

 

　乳児・知育カテゴリーでは、競合他社やPB商品の価格消耗戦が激しかった前年同累計期間に対し、既存商

品中心に前年を数ポイント上回る堅調な推移で、沈滞する市況全般とは異なる傾向があります。これは一時

的に、需要を先食いした前年の値下げ競合品は後が続かず定番から撤退し、価格競争に参加しなかった「や

りたい放題」シリーズや、「熱中知育」シリーズでは、消費者の支持による安定回転率が維持され、売上効

率評価で当上半期の定番に残った点が実績に反映したと見ています。

 

　また、同カテゴリーでは、“これなら1歳で今すぐに遊べる”「頭の体操つみき」9,975円(税込み)を第1四

半期に発売し、高額商品群の木製つみき売場に磁石付きプラスチック製商品で参入を試み、導入が困難とさ

れた百貨店の定番化にも成功しました。第2四半期最終月7月度では、競合他社が目をつけていないおすわり

出来た6ヶ月の赤ちゃんの為のユニークな座椅子型知育玩具「ごきげん！おちゃんこの知育」を発売しま

した。税込み価格6,279円の高額商品ですが、近年流行しているハーフバースデイというお祝い需要に反応

が出始めました。このように高額でも消費者を引き込む商品がある一方、ガラガラやおしゃぶりのような乳

幼児玩具では比較的高額寄りのデザインに富んだ輸入アイテム等の流行が一段落したことから、“価格も

良品！”をうたい文句とする当社の「ノンキャラ良品」シリーズは、不況下成長路線を継続しています。

 

　女児玩具のお人形カテゴリーでは、お道具等の販売が売上を押し上げ実績を超えて推移しました。当期で

は“やわらかいぽぽちゃん”が単独で僅かに需要取り戻しを示しております。また、4－6歳女児を対象に

「エコ」を遊びにした「キラ・デコ　エコパピエ」4,179円（税込み）が上半期終盤の同カテゴリー売上増

に僅かに寄与しました。「これからは遊びもエコでなくっちゃ！」と呼びかけるコマーシャルが、既に幼稚

園等で指導されるエコブームと合致し売れ出しました。

 

　遊具・自転車カテゴリーでは、昨年まで過去6年間「いきなり自転車」のコンセプトで購入される年間の

消費者数には一定の限界がありましたが、当上半期で自転車流通店舗での販売が加わり、販売7年目にして

年次消費者動員数がこれまでの限界数を越え、成長路線に転じました。しかも当社商品の販売価格は、幼児

用自転車の中で最高額品にも拘わらず購入者が増えており、幼児用自転車は、大人用を含む自転車市場の縮

小消費傾向とは若干異なるのではないかと推測しております。
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増収に伴い第2四半期累計期間及び第2四半期会計期間の営業利益5年ぶりの黒字 

　上述のような厳しい環境下の前第2四半期累計期間比10.3%増収に伴い、同累計期間の営業利益は59百万円

となりました（うち、第2四半期会計期間営業利益は19百万円）。自転車の原価では前年に大幅な値上げ受

け入れ後、原材料では仕入単価改正が若干進みましたが、標準原価には至らず、利益構造への圧迫は当期も

続いております。しかし近年、売上低迷と原材料や人件費高騰が重なり営業利益赤字が避けられずに来た上

半期では、当期は5年ぶりの黒字となりました。

 

　当第2四半期末では、当年12月で10年間の期間が経過しますライフサイエンス投資事業組合への投資は、投

資回収見通しがたたないことが明らかとなり、減損を実施したことにより投資事業組合運用損が21百万円

計上され、経常利益では43百万円（うち、当第2四半期会計期間は経常損失1百万円）、四半期純利益は24百

万円（うち、当第2四半期会計期間は四半期純損失0.7百万円）となりました。 

 

(注)　　 上記における前年同期に関係する数値及び比率は業績説明上の参考情報として記載しており独立監査人による

四半期レビューを受けておりません。

 

（２）財政状態の分析 

　当第2四半期末における資産合計は、前事業年度末に比べて、11百万円増加し20億1百万円となりました。流

動資産では、売掛金の回収が進んだことや売上の増加に伴う商品在庫の減少により32百万円減少した一方

で、固定資産において主に投資有価証券の時価評価により43百万円の増加となりました。 

　負債は、主に、当第2四半期末に商品仕入があったことにより買掛金が増加したこと、また、未払法人税等の

計上により、前事業年度末に比べて51百万円増加の2億88百万円となりました。 

　純資産は、四半期純利益および保有株式の時価評価による増加の一方、剰余金の配当により前事業年度末

に比べ40百万円減少し、17億13百万円となりました。 

　以上の結果、自己資本比率は85.6％となりました。

　（３）キャッシュ・フローの状況 

　当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より92百万円増加（うち、第2四半期会計期

間は86百万円の増加）し、11億80百万円となりました。 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期純利益の計上による増加をはじめとして、売上

債権の減少やたな卸資産の減少等により、2億38百万円の増加（うち、第2四半期会計期間は1億36百万円の

増加）となりました。 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得および投資有価証券の取得により37百万円

の支出（うち、第2四半期会計期間は27百万円の支出）となりました。 

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払により1億9百万円の支出（うち、第2四半期会計

期間は23百万円の支出）となりました。

 

　（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第2四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

 

  　（５）研究開発活動

　当第2四半期会計期間の研究開発費の総額は、20,857千円です。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第2四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

①重要な設備の新設等 

当第2四半期会計期間において前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設等について重

要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第2四半期会計期間において新たに確定した重要な設備の新設等はありません。 

 

②重要な設備の除却等 

該当事項の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 17,937,500

計 17,937,500

　

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年７月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年９月３日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,437,500 4,437,500
ジャスダック
証券取引所

単元株式数500株

計 4,437,500 4,437,500― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。
　

(3) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。
　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年4月21日～平
成21年7月20日

- 4,437,500 - 238,800 - 162,700
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(5) 【大株主の状況】

平成21年７月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社バンダイナムコホール
ディングス

東京都品川区東品川4丁目5番15号 888 20.01

アール　ビーシー　デクシア
インベスター　サービシーズ
トラスト　ロンドン
クライアント　アカウント
(常任代理人　スタンダード
チャータード銀行)

71　QUEEN VICTORIA STREET, LONDON,
EC4V 4DE, UNITED KINGDOM
 
東京都千代田区永田町２丁目11―１

169.9 3.83

桐　渕　真一郎 東京都港区 152 3.43

桐　渕　千鶴子 東京都港区 100 2.25

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７―１ 93 2.10

市　川　正　史 東京都港区 90 2.03

竹　田　和　平 愛知県名古屋市天白区 79 1.78

横　田　真　子 東京都文京区 72 1.62

梅　田　照　男 京都府京丹後市 65 1.46

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目9-1 51.5 1.16

計 ― 1,760.4 39.67

(注)　自己株式79,816株を保有しています。発行済株式総数に対する割合は1.80％となっています。

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年７月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　79,500

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,356,000
8,712 ―

単元未満株式
普通株式

2,000
― ―

発行済株式総数 4,437,500― ―

総株主の議決権 ― 8,712 ―
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② 【自己株式等】

平成21年７月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
ピープル株式会社

東京都中央区東日本橋
２－15－５

79,500 ― 79,500 1.79

計 ― 79,500 ― 79,500 1.79

　

２ 【株価の推移】

　

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　2月

　
　3月

　
　4月

　
　5月

　
　6月

　
　7月

最高(円) 395 359 434 415 510 600

最低(円) 353 333 353 390 411 501

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間(平成21年4月21日か

ら平成21年７月20日まで)及び当第２四半期累計期間(平成21年１月21日から平成21年7月20日まで)に係る

四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第2四半期会計期間末
(平成21年7月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年1月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,180,281 1,087,902

受取手形及び売掛金 276,849 338,867

有価証券 － 9,090

商品 180,608 214,559

原材料 1,793 124

その他 9,140 29,625

貸倒引当金 △526 △399

流動資産合計 1,648,145 1,679,767

固定資産

有形固定資産 ※1
 75,449

※1
 67,495

無形固定資産 4,812 5,326

投資その他の資産

投資有価証券 185,365 152,875

その他 87,035 83,972

投資その他の資産合計 272,400 236,847

固定資産合計 352,661 309,668

資産合計 2,000,806 1,989,435
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（単位：千円）

当第2四半期会計期間末
(平成21年7月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年1月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 123,747 98,280

未払法人税等 7,843 1,095

その他 106,625 87,626

流動負債合計 238,216 187,001

固定負債

長期未払金 ※2
 50,000

※2
 50,000

固定負債合計 50,000 50,000

負債合計 288,216 237,001

純資産の部

株主資本

資本金 238,800 238,800

資本剰余金 162,712 162,712

利益剰余金 1,312,901 1,397,468

自己株式 △42,579 △42,579

株主資本合計 1,671,834 1,756,401

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40,757 △3,967

評価・換算差額等合計 40,757 △3,967

純資産合計 1,712,591 1,752,434

負債純資産合計 2,000,806 1,989,435
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第2四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
 至 平成21年7月20日)

売上高 1,196,777

売上原価 628,685

売上総利益 568,092

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 138,185

販売促進費 16,836

運賃 78,588

役員報酬 35,808

給料及び手当 90,103

支払手数料 35,968

研究開発費 37,527

その他 75,789

販売費及び一般管理費合計 508,805

営業利益 59,287

営業外収益

受取配当金 1,480

有価証券運用益 1,270

その他 1,208

営業外収益合計 3,958

営業外費用

支払利息 72

投資事業組合運用損 20,668

営業外費用合計 20,740

経常利益 42,505

特別損失

固定資産除却損 14

特別損失合計 14

税引前四半期純利益 42,491

法人税、住民税及び事業税 6,509

法人税等調整額 11,607

法人税等合計 18,116

四半期純利益 24,375
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第2四半期会計期間
(自 平成21年4月21日
 至 平成21年7月20日)

売上高 584,616

売上原価 318,648

売上総利益 265,969

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 60,058

販売促進費 4,799

運賃 42,816

役員報酬 18,446

給料及び手当 44,756

支払手数料 17,042

研究開発費 20,857

その他 38,666

販売費及び一般管理費合計 247,440

営業利益 18,528

営業外収益

受取配当金 1,480

その他 586

営業外収益合計 2,067

営業外費用

支払利息 72

有価証券運用損 1,510

投資事業組合運用損 20,083

営業外費用合計 21,665

経常損失（△） △1,070

特別利益

貸倒引当金戻入額 546

特別利益合計 546

税引前四半期純損失（△） △524

法人税、住民税及び事業税 2,738

法人税等調整額 △2,601

法人税等合計 137

四半期純損失（△） △661
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第2四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
 至 平成21年7月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 42,491

減価償却費 23,169

投資事業組合運用損益（△は益） 20,668

売上債権の増減額（△は増加） 62,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,281

仕入債務の増減額（△は減少） 25,467

その他 30,408

小計 236,503

利息及び配当金の受取額 1,582

利息の支払額 △72

法人税等の支払額 △65

営業活動によるキャッシュ・フロー 237,948

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 △26,706

投資有価証券の取得による支出 △10,360

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △108,411

その他 △143

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,554

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92,236

現金及び現金同等物の期首残高 1,087,505

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,179,741
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期会計期間(自　平成21年4月21日　至　平成21年7月20日)

該当事項はありません。

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成21年1月21日　至　平成21年7月20日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

①たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、第1

四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用され

たことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。なお、この変更による損益への影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成21年1月21日　至　平成21年7月20日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっ

ております。

２　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

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加算減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められる場合は、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年7月20日)

前事業年度末
(平成21年1月20日)

※1　有形固定資産の減価償却累計額　　415,171千円 

※2　長期未払金の明細 

　　　　　未払取締役退職慰労金　　　　50,000千円

※1　有形固定資産の減価償却累計額　　393,309千円 

※2　　　　　　　　　　同左

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年1月21日 
 至　平成21年7月20日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

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 1,180,281千円

別段預金 △539千円

現金及び現金同等物 1,179,741千円
 

　

EDINET提出書類

ピープル株式会社(E02882)

四半期報告書

17/22



(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末（平成21年7月20日)及び当第２四半期累計期間(自　平成21年1月21日　至　平成21

年7月20日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 4,437,500

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 79,816

　
　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

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 配当の原資

平成21年3月16日
決算取締役会議

普通株式 108,942 25.00平成21年1月20日 平成21年4月15日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ
ておりますが、当第2四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が
認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

　当社の所有する有価証券は、企業の事業の運営において重要なものとなっておりますが、四半期貸借
対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。
 

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年7月20日)

前事業年度末
(平成21年1月20日)

　 　

　 393.00円
　

　 　

　 402.15円
　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年1月21日 
 至　平成21年7月20日)

１株当たり四半期純利益 5.59円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注)　1.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。

 

2.1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成21年1月21日 
 至　平成21年7月20日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 24,375

普通株式に係る四半期純利益(千円) 24,375

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,357.7

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(千円)
 

―

四半期純利益調整額(千円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株)

―

普通株式増加数(千株) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前事業年度末から重要な変動がある
場合の概要

―
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第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成21年4月21日 
 至　平成21年7月20日)

１株当たり四半期純損失 0.15円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注)　1.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、当四半期会計期間が１株当たり四半期純損失のため、記載

しておりません。 

 

2.１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成21年4月21日 
 至　平成21年7月20日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) 661

普通株式に係る四半期純損失(千円) 661

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,357.7

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(千円)

―

四半期純利益調整額(千円) ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株)

―

普通株式増加数(千株) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前事業年度末から重要な変動がある
場合の概要

―

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年9月3日

ピープル株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　堀之北　重　久

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　北　川　健　二

　

　 　 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているピー

プル株式会社の平成21年1月21日から平成22年1月20日までの第33期事業年度の第2四半期会計期間（平成21

年4月21日から平成21年7月20日まで）及び第2四半期累計期間（平成21年1月21日から平成21年7月20日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ピープル株式会社の平成21年7月20日現在の財政状態、

同日をもって終了する第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の経営成績並びに第2四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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