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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 125,499 ― 598 ― 2,386 ― 929 ―

20年3月期第1四半期 129,699 31.9 △219 ― 2,102 33.2 1,243 ―

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

21年3月期第1四半期 19.83 19.83
20年3月期第1四半期 25.12 24.89

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 256,949 86,570 33.5 1,833.37
20年3月期 251,405 89,906 35.6 1,854.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  86,123百万円 20年3月期  89,535百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 285,000 ― 4,600 ― 8,000 ― 4,300 ― 89.05
通期 610,000 7.4 13,000 82.7 20,500 24.9 11,400 ― 236.08

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い、四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  50,705,736株 20年3月期  50,698,680株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,730,351株 20年3月期  2,409,519株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  46,866,640株 20年3月期第1四半期  49,522,364株

－1－
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の減速懸念や

金融市場の混乱の影響を受けて、輸出や設備投資等に鈍化の兆しが見え始め、また、原油を始め素材や穀物

の高騰が物価へ波及する中で、政局不安や年金・医療制度改革等の将来への不安に加え、株安や所得の伸び

悩みの影響で、個人消費は盛り上がりに欠け、景気は力強さに欠ける推移を致しました。

その様な中で、当家電販売業界におきましては、引き続き激しい企業間競争の中、一部企業の違法行為と

はいえ、独占禁止法やリサイクル法等へのコンプライアンスが強く求められるとともに、国家プロジェクト

である省エネへの対応も大きく期待されるようになってまいりました。

このような状況の中で、当社は、「新製品が安いケーズデンキ」のスローガンのもと、継続テーマである

「キビキビと、お客様に伝わる本当の親切を実行しよう」を掲げ、購入時の現金値引きと購入後のアフターサ

ービスの機能を一枚のカードに集約した「あんしんパスポート」を全店に導入して積極的な営業活動を展開

してまいりました。また、お客様を誤認させない公正な価格表示の推進や、お取引先各社との軋轢を生じさ

せない取引関係の維持など各種法令の遵守に努めるとともに、省エネ活動におきましては店舗でのＣＯ２削

減数値設定や省エネ製品の普及促進等、グループを挙げて取り組んでまいりました。

商品につきましては、薄型テレビが、単価の低下は続いているものの、地上デジタル放送普及に加えて８

月の北京オリンピック開催を控え、販売数量の増加や、より大画面商品への提案を進めたことなどで、引き

続き好調に推移するとともに、次世代ＤＶＤの規格がブルーレイに統一されたことや薄型テレビとのセット

販売提案などが奏功し好調に推移致しました。また、平成19年12月より販売を開始致しました、米国家電量

販最大手ベストバイ社の「ロケット フィッシュ」ブランド商品につきましては、取扱アイテム数を順次拡大

するなど積極的な営業活動を展開してまいりました。

営業店舗につきましては、平成20年４月１日付で、ＦＣ会社でありました株式会社フジヤが当社の完全子

会社であります株式会社デンコードーと合併し、また平成20年６月１日付で、ＦＣ会社でありました株式会

社セブンデンキが当社の完全子会社である株式会社九州ケーズデンキと合併し、北海道・九州地区での経営

効率化を進めてまいりました。更に、下表のとおり直営店６店を開設して営業基盤の強化を図る一方、直営

店10店をスクラップして経営効率の改善も図ってまいりました。

出店状況につきましては次のとおりです。

法人名 新    店

株式会社ケーズホールディングス（２店舗）
茨城県：常陸大宮パワフル館（５月）
千葉県：旭パワフル館（６月）

子会社

　 株式会社九州ケーズデンキ（１店舗） 鹿児島県：薩摩川内パワフル館（５月）

　 株式会社デンコードー（３店舗）
岩手県：遠野パワフル館（５月）
山形県：山形北本店（６月）
北海道：インターヴィレッジ大曲店（６月）

これらにより、当第１四半期末の店舗数は287店（直営店264店、ＦＣ店23店）となりました。

以上の結果、売上高は1,254億99百万円（前年同期比96.8％）、営業利益5億98百万円（前年同期は営業損失

2億19百万円）、経常利益23億86百万円（前年同期比113.5％）、四半期純利益は9億29百万円（前年同期比74.7

％）となりました。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産の部

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末比55億44百万円増加して2,569億49百万円となりました。

　その主な内訳は、流動資産が15百万円増加して1,243億25百万円に、また固定資産が55億29百万円増加して

1,326億19百万円となりました。

　流動資産増加の主な要因は、店舗の新規出店に伴い、商品が81億56百万円増加した一方、受取手形及び売

掛金が51億25百万円、その他の流動資産が27億62百万円減少したこと等によるものです。

　固定資産増加は、店舗の新規出店に伴い、有形固定資産が50億30百万円増加して782億29百万円となり、ま

た投資その他の資産も5億10百万円増加して520億71百万円となったこと等によるものです。

(2)負債の部

当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末比88億80百万円増加して1,703億78百万円となりました。

　その主な内訳は、流動負債が120億29百万円増加して1,396億87百万円に、また固定負債が31億48百万円減

少して306億91百万円となりました。流動負債増加の主な要因は、短期借入金が134億73百万円増加し815億83

百万円となったこと等によるもので、固定負債減少の主な要因は、長期借入金が24億24百万円減少して170億

24百万円となったこと等によるものです。

(3)純資産の部

当第１四半期末の純資産合計は、自己株式の取得29億5百万円等により前連結会計年度末比33億36百万円減

少して865億70百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は33.5％となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当該四半期における業績は概ね当初計画どおりに推移しており、平成20年5月12日付決算短信の第２四半期

連結累計期間並びに通期の業績予想に変更はありません。

※上記の予想は、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

現時点における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果

となる可能性があります。 
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4. その他

(1) 期中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)

該当ありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結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、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　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額を

見積り、簿価切下げを行う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、前連結会計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ので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予

想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

④連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

　連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わない

で債権と債務を相殺消去しております。

　連結会社相互間の取引の相殺消去

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法に

より相殺消去しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会

計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から低価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

― 4 ―

決算短信 2008年07月29日 19時37分 01806xe01_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ケーズホールディングス平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 四半期連結財務諸表

(1)四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,635 7,601

受取手形及び売掛金 12,577 17,703

商品 98,099 89,943

繰延税金資産 1,439 1,724

その他 4,589 7,352

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 124,325 124,309

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 49,499 48,496

土地 19,670 19,600

建設仮勘定 5,744 1,901

その他 3,315 3,200

有形固定資産合計 78,229 73,199

無形固定資産

のれん 1,818 1,800

その他 500 529

無形固定資産合計 2,318 2,330

投資その他の資産

投資有価証券 6,161 5,883

長期貸付金 12,667 13,036

敷金及び保証金 21,194 21,015

繰延税金資産 7,887 7,485

その他 4,171 4,182

貸倒引当金 △10 △41

投資その他の資産合計 52,071 51,560

固定資産合計 132,619 127,090

繰延資産 3 4

資産合計 256,949 251,405
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 42,870 39,459

短期借入金 81,583 68,110

未払法人税等 1,174 4,210

賞与引当金 1,685 2,439

ポイント引当金 206 388

1年内償還予定の社債 320 320

その他 11,847 12,729

流動負債合計 139,687 127,658

固定負債

社債 230 230

長期借入金 17,024 19,449

退職給付引当金 2,236 2,291

役員退職慰労引当金 995 981

商品保証引当金 2,646 2,610

負ののれん 3,438 3,865

その他 4,119 4,413

固定負債合計 30,691 33,840

負債合計 170,378 161,498

純資産の部

株主資本

資本金 12,815 12,807

資本剰余金 44,694 44,677

利益剰余金 37,571 38,090

自己株式 △8,830 △5,925

株主資本合計 86,250 89,650

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △127 △115

評価・換算差額等合計 △127 △115

新株予約権 291 218

少数株主持分 156 153

純資産合計 86,570 89,906

負債純資産合計 256,949 251,405
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(2)四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 125,499

売上原価 100,547

売上総利益 24,952

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,551

商品保証引当金繰入額 96

給料及び手当 6,697

賞与引当金繰入額 1,305

退職給付費用 167

役員退職慰労引当金繰入額 25

消耗品費 575

減価償却費 1,472

地代家賃 3,436

租税公課 510

のれん償却額 253

その他 7,262

販売費及び一般管理費合計 24,354

営業利益 598

営業外収益

仕入割引 1,349

負ののれん償却額 427

その他 458

営業外収益合計 2,235

営業外費用

支払利息 266

店舗閉鎖関連費用 128

その他 52

営業外費用合計 446

経常利益 2,386

特別利益

退職給付制度終了益 65

ポイント引当金戻入額 52

その他 14

特別利益合計 132

特別損失

減損損失 442

その他 78

特別損失合計 521

税金等調整前四半期純利益 1,997

法人税、住民税及び事業税 1,170

法人税等調整額 △107

法人税等合計 1,063

少数株主利益 3

四半期純利益 929
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６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 1,997

減価償却費 1,560

賞与引当金の増減額（△は減少） △759

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54

受取利息及び受取配当金 101

支払利息 266

売上債権の増減額（△は増加） 4,241

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,304

仕入債務の増減額（△は減少） 3,412

その他 △2,028

小計 1,433

利息及び配当金の受取額 △129

利息の支払額 △260

法人税等の支払額 △4,063

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,021

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 △5,694

有形固定資産の売却による収入 33

投資有価証券の取得による支出 △51

投資有価証券の売却による収入 141

関係会社株式の取得による支出 △58

貸付けによる支出 △565

貸付金の回収による収入 304

差入保証金の差入による支出 △557

差入保証金の回収による収入 405

その他 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 10,482

自己株式の取得による支出 △3,219

株式の発行による収入 16

配当金の支払額 △1,449

その他 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,771

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,297

現金及び現金同等物の期首残高 10,822

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 98

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,623
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注記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

　当第1四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年6月30日）

　 該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　当第1四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年6月30日）

当社及び連結子会社は、家庭用電気製品等を取扱う家電量販店の多店舗展開を行っております。

当事業による売上高及び営業利益は、売上高基準及び営業損益基準で判定した結果いずれも90％超

であるため、記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

　当第1四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年6月30日）

海外拠点を有しておりませんので、該当事項はありません。

【海外売上高】

　当第1四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年6月30日）

該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第1四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年6月30日）

　 (百万円)
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 12,807 44,677 38,090 △ 5,925 89,650

当第１四半期末までの変動額

　 剰余金の配当 ─ ─ △ 1,449 ─ △ 1,449

　 四半期純利益 ─ ─ 929 ─ 929

　 自己株式の取得 ※ ─ ─ ─ △ 3,219 △ 3,219

　 その他 8 16 ─ 314 339

当第１四半期末までの変動合計額 8 16 △ 519 △ 2,905 △ 3,399

当第１四半期末残高 12,815 44,694 37,571 △ 8,830 86,250

※ 平成20年４月に市場から3,217百万円を取得致しました。
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「参考資料」

（1）（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

　 至 平成19年６月30日）

金 額

Ⅰ 売上高 129,699

Ⅱ 売上原価 106,335

売上総利益 23,364

Ⅲ 販売費及び一般管理費 23,583

     営業損失 219

Ⅳ 営業外収益

  １．仕入割引 1,743

  ２．その他 991

     営業外収益合計 2,734

Ⅴ 営業外費用

  １．支払利息 210

  ２．その他 201

     営業外費用合計 411

     経常利益 2,102

Ⅵ 特別利益 150

Ⅶ 特別損失 185

 税金等調整前四半期

　  (当期）純利益
2,068

     法人税等 820

     少数株主利益 4

 四半期（当期）純利益 1,243

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（2）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

    至 平成19年６月30日）

区分 金額

 Ⅰ 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 2,068

     減価償却費 1,302

     賞与引当金の減少額 △ 654

     退職給付引当金の減少額 △ 135

     商品保証引当金の増加額 2

     受取利息及び受取配当金 △ 102

     支払利息 210

     売上債権の減少額 1,915

     たな卸資産の増加額 △ 6,353

     仕入債務の増加額 3

     その他 △ 684

小 計 △ 2,428

     利息及び配当金の受取額 64

     利息の支払額 △ 224

     法人税等の支払額 △ 4,517

     営業活動によるキャッシュ・フロー △ 7,104

 Ⅱ 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 △ 7,826

     有形固定資産の売却による収入 188

     投資有価証券の取得による支出 △ 256

     投資有価証券の売却による収入 98

     貸付けによる支出 △ 1,271

     貸付金の回収による収入 306

     差入保証金の差入による支出 △ 789

     差入保証金の回収による収入 315

     その他 19

     投資活動によるキャッシュ・フロー △ 9,213

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

     借入金の増加額 16,096

     自己株式取得による支出 △   17

     株式の発行による収入 215

     配当金の支払額 △ 1,338

     その他 △  58

     財務活動によるキャッシュ・フロー 14,897

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 1,420

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,826

 Ⅶ 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 2,907

 Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 8,312

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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6. その他の情報

【生産、受注及び販売の状況】

品種別売上高

品種別名称
売上高
(百万円)

構成比
(％)

音響商品

オーディオ 975 0.8

テープレコーダー 3,061 2.4

その他 490 0.4

小計 4,527 3.6

映像商品

カラーテレビ 20,901 16.7

ビデオ及び
ビデオカメラ

1,552 1.2

ＤＶＤ 5,233 4.2

その他 1,993 1.6

小計 29,680 23.7

情報機器

パソコン 21,975 17.5

携帯電話 10,413 8.3

その他 7,324 5.8

小計 39,712 31.6

家庭電化商品

冷蔵庫 7,863 6.3

洗濯機 5,499 4.4

クリーナー 2,256 1.8

電子レンジ 1,419 1.1

調理家電 4,093 3.3

理美容・健康器具 3,977 3.2

その他 3,389 2.7

小計 28,500 22.8

季節商品

エアコン 10,917 8.7

電気暖房機 55 0.0

石油・ガス暖房機 36 0.0

その他 936 0.7

小計 11,945 9.4

その他

ソフト等 3,153 2.5

その他 7,978 6.4

小計 11,132 8.9

合計 125,499 100.0

(注）上記金額には消費税等は含まれておりません。
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