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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】

　

回次
第23期
第２四半期
連結累計期間

第24期
第２四半期
連結累計期間

第23期

会計期間
自  平成22年６月１日

至  平成22年11月30日

自  平成23年６月１日

至  平成23年11月30日

自  平成22年６月１日

至  平成23年５月31日

売上高 （千円） 1,709,967 1,643,251 3,449,549

経常利益又は経常損失（△） （千円） △56,973 75,719 12,050

四半期純利益又は四半期（当
期）純損失（△）

（千円） △55,214 40,914 △22,675

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △59,707 40,909 △29,773

純資産額 （千円） 1,630,133 1,672,514 1,660,067

総資産額 （千円） 2,546,965 2,419,496 2,487,837

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期（当期）純損失金
額（△）

（円） △2,182.00 1,581.23 △886.86

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 62.4 67.6 65.2

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △20,517 292,205 245,833

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △172,226 △100,318 △355,952

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） 499,900 △157,464 374,406

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（千円） 1,100,240 1,092,031 1,057,316

　

回次
第23期
第２四半期
連結会計期間

第24期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年９月１日

至  平成22年11月30日

自  平成23年９月１日

至  平成23年11月30日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

（円） △598.38 457.90

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第23期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「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、遡及処理しております。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。また、第23期第２四半期連結累計期間及び第23期は１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載し

ておりません。

　
２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1)　業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の発生及び福島第一原子力発電所事

故の影響から徐々に立ち直り、復興需要の高まりもあるものの、欧州の財政問題・米国の景気停滞懸念等

から極端な円高状況が続き、景気の先行きが極めて不透明なまま推移いたしました。

当社グループを取り巻く事業環境は、景気低迷をもあり、ウィンドウズ７への切換えも予想を下回り、

一方でｉＰａｄ等を始めとしたタブレット端末の急速な普及でリユース品の低価格が進展する等、中古

情報機器業界全体が厳しい状況で推移いたしました。

このような環境下、中古情報機器の仕入から販売に至る迄のプロセスを大幅に見直す等、徹底したコス

ト削減を実施いたしました。また、支店・店舗の統廃合を前期に実施したこと等も今期収益に寄与いたし

ました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,643,251千円（前年同四半期比3.9％減）、営

業利益72,592千円（前年同四半期は営業損失61,718千円）、経常利益75,719千円（前年同四半期は経常

損失56,973千円）、四半期純利益40,914千円（前年同四半期は四半期純損失55,214千円）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①引取回収・販売事業

引取回収事業は、主要仕入先のリース・レンタル会社と一般法人等への仕入強化の一環として、本

年６月に本部営業組織を一本化し、首都圏を中心に営業を強化いたしました。また、当社出資会社の

「株式会社スマート スタイル クリエイト」において、買取り・販売を開始し、中小企業及び個人へ

の仕入を強化いたしました。

販売事業は、インターネット通販についてはコンシューマーモデルを充実させ、また、ショップに

ついてはペリフェラル・防災・節電グッズ等、魅力的な店作りで集客力を飛躍的に増加させる等、個

人向け販売だけではなく、一般法人向け販売も強化し、種々の改革を実施いたしました。しかしなが

ら、主に販売単価の下落や大口入荷が期ずれしたことの影響を受け、減収とはなりましたが、継続的

にコスト削減を実施いたしました結果、売上高1,341,021千円（前年同四半期比4.6％減）、営業利益

8,884千円（前年同四半期は営業損失119,256千円）となりました。
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②レンタル事業

レンタル事業は、官公庁・自治体等の一般競争入札等の案件に積極的に参加する一方、一般法人の

新規開拓営業に注力いたしました。また、これまでのＰＣを中心としたラインナップにタブレット端

末やスマートフォン等を追加し、レンタルニーズの多様化に対応した営業を推進いたしました。ま

た、レンタル資産の取得については、仕入の在庫管理を徹底し、コスト削減を図りました。

この結果、売上高302,229千円（前年同四半期比0.8％減）、営業利益63,707千円（前年同四半期比

10.7％増）となりました。

　

(2)　財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、2,419,496千円（前連結会計年度末比68,340千円減）となり

ました。

この内、流動資産は1,550,856千円（前連結会計年度末比15,567千円増）となりました。これは主に商

品が43,483千円、現金及び預金が34,715千円それぞれ増加し、売掛金が58,512千円減少したことによるも

のです。

固定資産は868,640千円（前連結会計年度末比83,908千円減）となりました。これは主にレンタル資産

（純額）が68,478千円、有形固定資産その他（純額）が22,717千円それぞれ減少したことによるもので

す。

負債は746,982千円（前連結会計年度末比80,787千円減）となりました。

この内、流動負債は494,920千円（前連結会計年度末比15,343千円増）となりました。これは未払法人

税等が48,824千円増加し、１年内返済予定の長期借入金が33,332千円減少したことによるものです。

固定負債は252,061千円（前連結会計年度末比96,130千円減）となりました。これは主に長期借入金が

83,332千円減少したことによるものです。

純資産は1,672,514千円（前連結会計年度末比12,446千円増）となりました。これは主に利益剰余金が

12,451千円増加したことによるものです。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は67.6％（前連結会計年度末は

65.2％）となりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ34,715千円増加し、1,092,031千円となりました。

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は292,205千円（前年同四半期

に使用した資金は20,517千円）となりました。

収入の主な内訳は、減価償却費139,612千円、税金等調整前四半期純利益74,883千円、売上債権の減

少額58,512千円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額43,674千円であります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は100,318千円（前年同四半期

に使用した資金は172,226千円）となりました。これは主に、レンタル資産を始めとする有形固定資

産の取得による支出96,793千円であります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は157,464千円（前年同四半期
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に得られた資金は499,900千円）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出116,664千

円、配当金の支払額27,715千円であります。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありませ

ん。

　

(5)　研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【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 103,500

計 103,500

　

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23年11月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年１月16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 25,875 25,875
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株制度を採用して
おりません。

計 25,875 25,875 － －

　

(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。

　

(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23年11月30日 － 25,875 － 432,750 － 525,783
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(6) 【大株主の状況】

平成23年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

上田満弘 東京都大田区 14,850 57.39

上田トモ子 東京都大田区 1,500 5.79

上田雄太 東京都大田区 1,500 5.79

上田修平 東京都大田区 1,500 5.79

株式会社光通信 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 1,331 5.14

岩間正俊 埼玉県所沢市 300 1.15

向井純也 愛知県刈谷市 245 0.94

白戸保享 東京都町田市 161 0.62

奥津利彦 神奈川県小田原市 159 0.61

兵頭健一 栃木県宇都宮市 113 0.43

計 － 21,659 83.70

　

(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成23年11月30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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 25,875 25,875 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 　 25,875 － －

総株主の議決権 － 25,875 －

　

②　【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号）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、第２四半期連結会計期間（平成23年９月

１日から平成23年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年６月１日から平成23年11月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表について、九段監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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23年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,057,316 1,092,031

売掛金 243,038 184,525

商品 163,605 207,089

その他 84,840 78,598

貸倒引当金 △13,512 △11,389

流動資産合計 1,535,288 1,550,856

固定資産

有形固定資産

レンタル資産 1,049,258 938,841

減価償却累計額 △589,108 △547,170

レンタル資産（純額） 460,149 391,671

その他 547,922 544,748

減価償却累計額 △362,590 △382,134

その他（純額） 185,331 162,613

有形固定資産合計 645,481 554,285

無形固定資産 12,492 9,409

投資その他の資産

差入保証金 215,383 214,861

その他 79,452 90,388

貸倒引当金 △261 △304

投資その他の資産合計 294,574 304,945

固定資産合計 952,548 868,640

資産合計 2,487,837 2,419,496

負債の部

流動負債

買掛金 123,840 125,505

1年内返済予定の長期借入金 216,670 183,338

未払法人税等 307 49,132

商品保証引当金 3,732 4,352

その他 135,025 132,592

流動負債合計 479,577 494,920

固定負債

長期借入金 216,671 133,339

資産除去債務 75,865 76,152

その他 55,655 42,570

固定負債合計 348,191 252,061

負債合計 827,769 746,982
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 432,750 432,750

資本剰余金 525,783 525,783

利益剰余金 664,530 676,982

株主資本合計 1,623,063 1,635,515

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － △14

その他の包括利益累計額合計 － △14

少数株主持分 37,003 37,013

純資産合計 1,660,067 1,672,514

負債純資産合計 2,487,837 2,419,496
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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22年６月１日
　至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年11月30日)

売上高 1,709,967 1,643,251

売上原価 908,247 854,194

売上総利益 801,719 789,056

販売費及び一般管理費

給料及び手当 287,145 261,059

地代家賃 175,125 155,295

その他 401,167 300,109

販売費及び一般管理費合計 863,438 716,464

営業利益又は営業損失（△） △61,718 72,592

営業外収益

受取利息 62 47

受取配当金 6 －

受取家賃 2,183 1,457

受取賃貸料 3,946 2,690

貸倒引当金戻入額 － 2,078

雑収入 697 1,760

営業外収益合計 6,894 8,034

営業外費用

支払利息 1,794 2,785

為替差損 355 2,122

営業外費用合計 2,149 4,907

経常利益又は経常損失（△） △56,973 75,719

特別利益

固定資産売却益 220 －

特別利益合計 220 －

特別損失

固定資産売却損 18 835

固定資産除却損 193 －

投資有価証券売却損 60 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,655 －

特別損失合計 37,928 835

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△94,681 74,883

法人税、住民税及び事業税 2,148 44,927

法人税等調整額 △37,123 △10,967

法人税等合計 △34,975 33,959

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△59,705 40,924

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,490 9

四半期純利益又は四半期純損失（△） △55,214 40,914
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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22年６月１日
　至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△59,705 40,924

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2 △14

その他の包括利益合計 △2 △14

四半期包括利益 △59,707 40,909

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △55,217 40,899

少数株主に係る四半期包括利益 △4,490 9
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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22年６月１日
　至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年11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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△94,681 74,883

減価償却費 168,791 139,612

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,008 △2,080

商品保証引当金の増減額（△は減少） 985 619

受取利息及び受取配当金 △68 △47

支払利息 1,794 2,785

売上債権の増減額（△は増加） △11,240 58,512

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,276 △43,674

仕入債務の増減額（△は減少） △53,314 1,664

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,655 －

その他 △37,062 65,995

小計 4,592 298,271

利息及び配当金の受取額 29 9

利息の支払額 △2,891 △2,197

法人税等の支払額 △22,247 △3,878

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,517 292,205

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 △165,721 △96,793

無形固定資産の取得による支出 △2,185 △650

その他 △4,319 △2,875

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,226 △100,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △66,665 △116,664

少数株主からの払込みによる収入 44,100 －

自己株式の処分による収入 53,240 －

配当金の支払額 △26,670 △27,715

その他 △4,104 △13,084

財務活動によるキャッシュ・フロー 499,900 △157,464

現金及び現金同等物に係る換算差額 194 293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 307,351 34,715

現金及び現金同等物の期首残高 792,889 1,057,316

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,100,240

※
 1,092,031

EDINET提出書類

株式会社パシフィックネット(E03465)

四半期報告書

13/20



【会計方針の変更等】

　

当第２四半期連結累計期間

(自  平成23年６月１日  至  平成23年11月30日)

（会計上の見積りの変更）

レンタル資産の低価格化に伴い、購入状況及び使用状況について見直しを行った結果、レンタル資産

の一部についてより実態に適合した耐用年数に変更しております。

この変更により、従来の方法に比べて当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前

四半期純利益は、それぞれ7,252千円増加しております。

　

【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成23年６月１日　至　平成23年11月30日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）

を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度

(平成23年５月31日)

当第２四半期連結会計期間

(平成23年11月30日)

１　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約を締結しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

１　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約を締結しております。

　当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約に

係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

　 当座貸越極度額 550,000千円　 　 当座貸越極度額 550,000千円　

　 借入実行残高 －千円 　 　 借入実行残高 －千円 　

　 差引額 550,000千円　 　 差引額 550,000千円　

 
２　買取保証契約

　当社は、商材の安定確保を行うため、リース会社と
買取保証契約を締結しております。その買取保証額
は289,585千円であります。

 
２　買取保証契約

　当社は、商材の安定確保を行うため、リース会社と
買取保証契約を締結しております。その買取保証額
は256,190千円であります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間

(自　平成22年６月１日

　至　平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成23年６月１日

　至　平成23年11月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年11月30日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年11月30日現在）

現金及び預金 1,100,240千円

現金及び現金同等物 1,100,240千円

　

現金及び預金 1,092,031千円

現金及び現金同等物 1,092,031千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年11月30日）

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８月30日
定時株主総会

普通株式 26,9981,100.00平成22年５月31日 平成22年８月31日 利益剰余金

　

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

当社は、平成22年７月30日開催の取締役会において、株式会社光通信と資本提携契約を締結するこ

と並びに同社を引受先とした第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議し、平成22

年８月20日に払込手続きが完了いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間において、利益剰余金は9,257千円、自己株式は62,497千円そ

れぞれ減少いたしました。

なお、当第２四半期連結会計期間末において利益剰余金は631,991千円となり、自己株式はありま

せん。

　

当第２四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年11月30日）

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23年８月30日
定時株主総会

普通株式 28,4621,100.00平成23年５月31日 平成23年８月31日 利益剰余金

　

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年11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

 四半期連結損益
 計算書計上額

引取回収・販売事業 レンタル事業 計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,405,356 304,611 1,709,967 1,709,967

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 1,405,356 304,611 1,709,967 1,709,967

セグメント利益又は損失
（△）

△119,256 57,537 △61,718 △61,718

　

２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書に計上された営業損失が

一致しているため、該当事項はありません。

　
Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年11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

 四半期連結損益
 計算書計上額

引取回収・販売事業 レンタル事業 計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,341,021 302,229 1,643,251 1,643,251

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 1,341,021 302,229 1,643,251 1,643,251

セグメント利益 8,884 63,707 72,592 72,592

　

２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書に計上された営業利益が

一致しているため、該当事項はありません。

　
３　会計方針の変更等

　（会計上の見積りの変更）

　　「会計方針の変更等（会計上の見積りの変更）」に記載のとおり、レンタル資産の一部について、

第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更しております。

　　この変更により、従来の方法に比べてセグメント利益が「レンタル事業」において7,252千円増加

しております。

　

EDINET提出書類

株式会社パシフィックネット(E03465)

四半期報告書

17/20



　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年６月１日
  至  平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年６月１日
  至  平成23年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失
金額（△）(千円)

△2,182円　　00銭 1,581円　　23銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
(千円)

△55,214 40,914

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純
損失金額（△）(千円)

△55,214 40,914

普通株式の期中平均株式数(株) 25,304 25,875

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、

前第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失である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24年1月16日

株式会社パシフィックネット

取締役会  御中

　

九段監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    林       靖       印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    並    河    慎    一    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    石    尾       仁       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」に掲げられている株式
会社パシフィックネットの平成23年６月１日から平成24年５月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会
計期間(平成23年９月１日から平成23年11月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年６月１日から
平成23年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パシフィックネット及び連結子会社
の平成23年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ・フロ－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。
　
強調事項
会計上の見積りの変更に記載のとおり、会社は一部のレンタル資産について耐用年数を変更している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
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  四半期連結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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