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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３四半期
累計期間

第34期 
第３四半期 
累計期間

第33期
第３四半期
会計期間

第34期 
第３四半期 
会計期間

第33期

会計期間

自　平成21年
　　　1月21日
至　平成21年
　　　10月20日

自　平成22年 
　　　1月21日 
至　平成22年 
　　　10月20日

自　平成21年
　　　7月21日
至　平成21年
　　　10月20日

自　平成22年 
　　　7月21日 
至　平成22年 
　　　10月20日

自　平成21年
　　　1月21日
至　平成22年
　　　1月20日

売上高 (千円) 2,006,2581,954,183809,480 681,5262,935,760

経常利益 (千円) 153,215 197,717 110,710 97,491 374,331

四半期（当期）純利益 (千円) 90,379 124,952 66,004 57,989 234,728

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) - - - - -

資本金 (千円) - - 238,800 238,800 238,800

発行済株式総数 (株) - - 4,437,5004,437,5004,437,500

純資産額 (千円) - - 1,811,6641,806,4121,891,369

総資産額 (千円) - - 2,236,6222,210,1282,372,034

１株当たり純資産額 (円) - - 415.74 414.57 434.03

１株当たり四半期（当
期）純利益

(円) 20.74 28.67 15.15 13.31 53.87

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) - 28.65 15.14 13.29 -

１株当たり配当額 (円) - - - - 45.00

自己資本比率 (％) - - 81.0 81.7 79.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 255,286△110,265 - - 607,942

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 48,116△102,985 - - 102,822

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 108,854△195,427 - - △ 108,854

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) - - 1,185,4631,280,7211,689,414

従業員数 (名) - - 34 39 35

(注) 1　売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

ては記載しておりません。

3　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。　　

4　第33期第3四半期累計期間及び第33期の潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）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。
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２ 【事業の内容】

当第3四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3四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22年10月20日現在

従業員数(名) 39(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３四半期会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

区分の名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

乳児・知育玩具 178,080 98.7

女児玩具 94,718 91.0

遊具・乗り物 86,519 64.0

 その他 6,764 9.8

合計 366,080 75.0

(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96.0％です。
　

(2) 受注実績

当社は、受注生産は行っておりません。
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(3) 販売実績

当第３四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) 前年同四半期比（％）

乳児・知育玩具 289,130 91.1

女児玩具 162,990 87.0

遊具・乗り物 156,349 75.9

その他 73,057 73.9

合計 681,526 84.2

(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

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

日本トイザらス㈱ 334,799 41.4 263,284 38.6

㈱ハピネット 106,631 13.2 163,074 23.9

２　当第3四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

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

アメリカ 77,772 88.2 58,948 83.4

東南アジア他 10,435 11.8 11,742 16.6

合計
88,207
(10.9%)

100.0
70,690
(10.4%)

100.0

　３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 【事業等のリスク】

当第３四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。なお、前事業年度の有価

証券報告書（平成22年4月19日提出）に記載しました事業等のリスクの内、以下のリスクについて現時点の

状況を記載いたします。

 

＜中国生産のリスクについて＞ 

　当社はOEM生産委託商品の9割を中国生産に依存している為、最近の中国情勢や日中関係悪化などの影響を

受けるリスクをもっています。 

　しかし、近況として、確かに見本や商品船積み時の日中間の入国・出国手続きの検査が、これまでより入念

に行われる傾向があり、検査に捕らわれる時間から1週間程度の荷物の遅れ等の影響が多少ありますが、直

接的製造上の影響を受けている様子は現在のところありません。 

　玩具は華南エリア（深セン、東莞、広州等）自転車は華東エリア（上海、浙江省等）で製造しており、同じ

中国でも反日デモ等が行われ報道されている四川省を含む西南エリアとは距離もあり、人々の心理も大き

く異なっています。当社製造協力先の工場経営陣はもちろん工員に至るまで、最近の日中関係のニュースは

知っていてもそれは政府の問題と受取られており、個人生活とは大きく乖離があり、目下、直接的製造上の

問題発生には至っておりません。

　
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

　第３四半期に入り、世界経済の減速、円高、などを背景に個人消費の勢いは鈍化傾向を示し始めました。 

　玩具・自転車市場も上半期を終えた以降は厳しい状況を予想しましたが、当第3四半期会計期間の売上
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高は6億82百万円、前年同期比15.8%減と想定していた下限の実績が現実となりました。当第3四半期累計

期間売上高では19億54百万円となり、上半期までの好調基調も前年同期比2.6%減と下回りました。 

 

　夏季商戦以降長期間続いた猛暑は、一定の経済効果を生み出したようですが、自転車市場ではその逆の

ようです。過剰な猛暑は外遊びの自転車販売台数に影響し、当社の幼児車も上半期までの流通の期待を含

んだ計画通りに需要が伸びず、当第3四半期には流通在庫の調整を余儀なくされ、当第3四半期総売上の主

たる下振れ要因となりました。上半期までは前年を超える行き過ぎた出荷となっている一方、実セルアウ

トでは幼児車の中で上位を保っている様子もあり、次期第4四半期まで実需要は不透明さを濃くしていま

す。 

 

　また、玩具事業部門では前年8月度に新製品発売が集中したことが影響し、当第3四半期会計期間売上高

は前年割れとなっていますが、当第3四半期でリニューアルした“やりたい放題ビッグ版”や広告強化し

た“ピタゴラスシリーズ”等、既成品の回転には勢いがあります。当第3四半期累計では乳児知育カテゴ

リーで前年を超えたことで、玩具部門売上で前年並みを維持し、売り支えをしています。また、同玩具部門

では当第3四半期に発売した新製品の内、2品がヒットの兆しを見せ、当第3四半期の最終月10月度で売上

高に反映し始めました。 

　一つ目は、遊具・乗り物カテゴリーにおいて9月に発売した“わんぱく2歳の「公園レーサー」”です。 

業界ではあまり目をつけていなかった足けり乗用玩具に、意外性のあるネーミングで外遊びを促進する

広告や、不況下のお手頃価格（税込3,000円）が消費者の注目を集め、早くもブログ等で口コミが始まっ

ています。 

　二つ目は、乳児知育カテゴリーで、積み木といえば木が当たり前ですが、何でも舐めちゃう赤ちゃんに

は、お米の材料で作った「お米のつみき」を出産祝いギフト市場に向け発売しました。材料も製造も100%

純国産です。ごはんの匂いがするので、店頭サンプル効果や、マスコミにも“匂い”が話題を呼び、早くも

多くのマスコミ媒体に取り上げられ始めました。 

 

　当第3四半期会計期間での売上減に伴い、同期間の営業利益は93百万円の前年同期比14.8％減、経常利益

は97百万円の同比11.9％減、四半期純利益は58百万円の同比12.1％減と、いずれも前年同期間実績を大き

く下回りましたが、第3四半期累計期間での営業利益は1億86百万円の前年同期比10.4%増となりました。

何年ものロングセラー商品が多くを占めていることから、円高が輸入仕入時の原価引き下げに直結した

ことが要因です。 

 

　また、第3四半期累計期間の経常利益においては、営業利益増に加え、上半期の営業外損益で投資有価証

券の一部売却による売却益を計上したため1億98百万円の前年同期比29.0％増、四半期純利益では1億25

百万円の前年同期比38.3％増にて推移しております。　

　

（２）資産、負債及び純資産の状況 

当第3四半期末における資産合計は、前事業年度末に比べ1億62百万円減少し、22億10百万円となりまし

た。期初の配当金支払の他、年末需要を控えて先行する仕入買付や投資有価証券の取得等により現預金等

の流動資産が2億32百万円減少しました。固定資産については、上半期に取得した投資有価証券を含み、前

事業年度末との比較で70百万円増加しております。 

　負債合計では前事業年度末との比較で、未払法人税等の差により77百万円減の4億4百万円となりまし

た。 

　その結果、純資産合計で18億6百万円、自己資本比率は81.7％となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況 

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、期初より4億9百万円減少（内、第3四半期会計期間は49

百万円の減少）し12億81百万円となりました。 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税等の支払および仕入買付により1億10百万円の減少

（内、第3四半期会計期間は84百万円の減少）となりました。 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出、また売却による収入等の結果、

1億3百万円の減少（内、第3四半期会計期間は34百万円の増加）となりました。 

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金支払により1億95百万円の減少（内、第3四半期会計

期間は0.4百万円の減少）となりました。
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第3四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３四半期会計期間の研究開発費の総額は、14,716千円です。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四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３四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３四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、除却等はありません。

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3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年10月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年12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
大阪証券取引所
JASDAQ

（スタンダード）
単元株式数500株

計 4,437,500 4,437,500― ―

(注)　大阪証券取引所（JASDAQ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びNEO市場とともに、新たに

開設された同取引所JASDAQに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は「大阪証券取引所JASDAQ（スタ

ンダード）」であります。

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。
　

(4) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。
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(5) 【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22年7月21日～
平成22年10月20日

- 4,437,500 - 238,800 - 162,700

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年7月20日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22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　 80,000

― ―

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

1,500
― ―

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22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

80,000 - 80,000 1.80

計 ― 80,000 - 80,000 1.80

　

　

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22年
　2月

　
　3月

　
　4月

　
　5月

　
　6月

　
　7月

　
　8月

　
　9月

　
　10月

最高(円) 650 610 750 780 750 739 721 710 700

最低(円) 570 510 600 705 700 710 670 649 666

　
(注)　最高・最低株価は、平成22年3月31日以前はジャスダック証券取引所、平成22年4月1日から平成22年10月11日まで

は大阪証券取引所(JASDAQ市場）、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード)におけるもの

であります。
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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。

なお、前第３四半期会計期間(平成21年7月21日から平成21年10月20日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成21年1月20日から平成21年10月20日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期

会計期間(平成22年7月21日から平成22年10月20日まで)及び当第３四半期累計期間(平成22年1月21日から

平成22年10月20日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第３四半期会計期間(平成21年7月21日か

ら平成21年10月20日まで)及び前第３四半期累計期間(平成21年1月21日から平成21年10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、当第３四半期会計期間(平成22年7

月21日から平成22年10月20日まで)及び当第３四半期累計期間(平成22年1月21日から平成22年10月20日ま

で)に係る四半期財務諸表については、有限責任 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。

　なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7

月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

　

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３四半期会計期間末
(平成22年10月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年１月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,280,882 1,689,892

受取手形及び売掛金 375,688 294,767

商品 266,703 162,020

原材料 928 2,090

その他 16,346 23,863

貸倒引当金 △714 △559

流動資産合計 1,939,834 2,172,073

固定資産

有形固定資産 ※1
 61,682

※1
 58,674

無形固定資産 3,527 4,298

投資その他の資産

投資有価証券 119,267 50,544

その他 85,818 86,445

投資その他の資産合計 205,085 136,989

固定資産合計 270,294 199,961

資産合計 2,210,128 2,372,034

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 142,472 136,680

未払法人税等 41,687 133,724

その他 169,557 160,261

流動負債合計 353,716 430,665

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 403,716 480,665

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 1,452,110 1,523,255

自己株式 △42,854 △42,579

株主資本合計 1,810,769 1,882,187

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,357 9,182

評価・換算差額等合計 △4,357 9,182

純資産合計 1,806,412 1,891,369

負債純資産合計 2,210,128 2,372,034
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
 至 平成21年10月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
 至 平成22年10月20日)

売上高 2,006,258 1,954,183

売上原価 1,051,479 957,203

売上総利益 954,779 996,980

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 220,997 258,461

販売促進費 25,804 28,287

運賃 127,191 120,852

役員報酬 54,255 48,553

給料及び手当 133,439 142,641

支払手数料 52,040 44,703

研究開発費 60,386 54,586

その他 111,909 112,593

販売費及び一般管理費合計 786,020 810,677

営業利益 168,759 186,303

営業外収益

受取配当金 1,480 1,099

有価証券運用益 1,270 －

投資有価証券売却益 － 14,833

その他 1,083 936

営業外収益合計 3,833 16,868

営業外費用

支払利息 72 －

為替差損 1,624 3,214

投資事業組合運用損 17,681 2,240

営業外費用合計 19,377 5,454

経常利益 153,215 197,717

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 153,202 197,717

法人税、住民税及び事業税 53,445 61,127

法人税等調整額 9,378 11,638

法人税等合計 62,823 72,766

四半期純利益 90,379 124,952
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年7月21日
 至 平成21年10月20日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年7月21日
 至 平成22年10月20日)

売上高 809,480 681,526

売上原価 422,793 331,867

売上総利益 386,687 349,659

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 82,811 83,191

販売促進費 8,968 5,181

運賃 48,602 41,076

役員報酬 18,446 15,046

給料及び手当 43,336 48,217

支払手数料 16,072 14,922

研究開発費 22,858 14,716

その他 36,120 34,007

販売費及び一般管理費合計 277,215 256,356

営業利益 109,472 93,303

営業外収益

受取配当金 － 113

投資有価証券売却益 － 3,057

投資事業組合運用益 2,987 －

為替差益 － 1,088

その他 4 3

営業外収益合計 2,991 4,260

営業外費用

為替差損 1,753 －

投資事業組合運用損 － 72

営業外費用合計 1,753 72

経常利益 110,710 97,491

税引前四半期純利益 110,710 97,491

法人税、住民税及び事業税 46,936 40,208

法人税等調整額 △2,230 △707

法人税等合計 44,706 39,502

四半期純利益 66,004 57,989
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
 至 平成21年10月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
 至 平成22年10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 153,202 197,717

減価償却費 38,937 32,003

投資有価証券売却損益（△は益） － △14,833

投資事業組合運用損益（△は益） 17,681 2,240

売上債権の増減額（△は増加） △50,414 △80,921

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,719 △103,521

仕入債務の増減額（△は減少） 80,171 5,792

その他 65,432 1,635

小計 260,289 40,112

利息及び配当金の受取額 1,586 1,107

利息の支払額 △72 －

法人税等の支払額 △6,518 △151,484

営業活動によるキャッシュ・フロー 255,286 △110,265

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 △37,756 △33,028

投資有価証券の取得による支出 △10,360 △239,171

投資有価証券の売却による収入 － 169,214

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,116 △102,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 － △274

配当金の支払額 △108,647 △195,469

その他 △207 317

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,854 △195,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △358 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,958 △408,693

現金及び現金同等物の期首残高 1,087,505 1,689,414

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,185,463

※
 1,280,721
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【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3四半期累計期間（自　平成22年1月21日　至　平成22年10月20日）

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第3四半期累計期間

(自　平成22年1月21日　至　平成22年10月20日)

１　棚卸資産の評価方法

当第3四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

２　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。

３　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あたり適用した特有の会計処理】

　　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3四半期会計期間末
(平成22年10月20日)

前事業年度末
(平成22年1月20日)

※1　有形固定資産の減価償却累計額　　478,295千円

※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　　447,064千円

※2　　　　　　　　　　同左

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第3四半期累計期間
(自　平成21年1月21日
至　平成21年10月20日)

当第3四半期累計期間
(自　平成22年1月21日
至　平成22年10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 1,186,066千円

別段預金 　△　604千円

現金及び現金同等物 1,185,463千円
 

※　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 1,280,882千円

　 別段預金 △　160千円

　 現金及び現金同等物 1,280,721千円
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(株主資本等関係)

当第3四半期会計期間末(平成22年10月20日）及び

当第3四半期累計期間（自　平成22年1月21日　至　平成22年10月20日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第3四半期会計期間末

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3四半期会計期間末

普通株式(株) 80,193

　
　

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22年3月15日
決算取締役会議

普通株式 196,096 45.00平成22年1月20日 平成22年4月14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。

　

(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)

　事業の運営において重要性が乏しいため、記載は省略しております。

　

　

(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。

　
　

　

(ストック・オプション等関係)

　該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第3四半期会計期間末
(平成22年10月20日)

前事業年度末
(平成22年1月20日)

　 　

　 414.57円
　

　 　

　 434.03円
　

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

前第3四半期累計期間
(自　平成21年１月21日
至　平成21年10月20日)

当第3四半期累計期間
(自　平成22年１月21日
至　平成22年10月20日)

1株当たり四半期純利益 20.74円1株当たり四半期純利益 28.67円

潜在株式調整後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 28.65円

　 　 　 　

(注)　1.前第3四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
前第3四半期累計期間
(自　平成21年1月21日 
 至　平成21年10月20日)

当第3四半期累計期間
(自　平成22年1月21日 
 至　平成22年10月20日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 90,379 124,952

普通株式に係る四半期純利益(千円) 90,379 124,952

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 4,357.5

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) - -

普通株式増加数(千株) - 4

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3四半期会計期間

　

前第3四半期会計期間
(自  平成21年7月21日
至  平成21年10月20日)

当第3四半期会計期間
(自  平成22年7月21日
至  平成22年10月20日)

１株当たり四半期純利益 15.15円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 15.14円

　

１株当たり四半期純利益 13.31円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 13.29円
　

(注)  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
前第3四半期会計期間
(自  平成21年7月21日
至  平成21年10月20日)

当第3四半期会計期間
(自  平成22年7月21日
至  平成22年10月20日)

四半期損益計算書上の四半期純利益（千円） 66,004 57,989

普通株式に係る四半期純利益(千円) 66,004 57,989

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 4,357.3

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) - -

普通株式増加数(千株) 1 5

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。
　

(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3四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。

　

　

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12月4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    印
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    北　川　健　二    印

　
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3四半期会計期間（平成21

年7月21日から平成21年10月20日まで）及び第3四半期累計期間（平成21年1月21日から平成21年10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10月20日現在の財政状態、

同日をもって終了する第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の経営成績並びに第3四半期累計期間の

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年12月3日

ピープル株式会社

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    北川　健二    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    山下　　隆    印

　

　 　 　

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22年１月21日から平成23年１月20日までの第34期事業年度の第3四半期会計期間（平成

22年7月21日から平成22年10月20日まで）及び第3四半期累計期間（平成22年１月21日から平成22年10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22年10月20日現在の財政状態、

同日をもって終了する第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の経営成績並びに第3四半期累計期間の

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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