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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 425,499 ― 8,617 ― 13,903 ― 7,374 ―

20年3月期第3四半期 427,644 31.2 5,845 41.1 12,673 29.9 6,910 43.6

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3四半期 157.21 157.21
20年3月期第3四半期 139.57 138.70

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3四半期 289,023 93,030 32.0 1,964.31
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3四半期  92,354百万円 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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 580,000 2.2 12,100 70.0 19,000 15.8 10,300 18.2 219.59

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 
1. 平成20年11月10日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。 
2. 業績予想につきましては、当社が現在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場合があります。 
業績予想の具体的修正内容は、「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
3. 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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  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3四半期  3,689,382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3四半期  46,905,475株 20年3月期第3四半期  49,510,913株
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機に端を発する世界同時不況による急速な円高や

株価下落により、企業収益や雇用環境は急速に悪化致しました。特に第３四半期は不況感が増大し、個人消費も低

迷する推移となりました。 

 その様な中で、当家電販売業界におきましては、激しい企業間競争の中で、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、一方では国家プロジェクトである省エネやＣＯ
2
削減への対応も大きく期待されて

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、ポイント制ではなく、お客様がお支払いする代金が少

なくなる「現金値引」と、購入後のアフターサービス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関係の維持など各種法令を遵守し、省エネ活動におきましても店舗での

ＣＯ
2
削減や省エネ製品の普及促進に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、薄型テレビが官民を挙げた地上デジタル放送のキャンペーンなどにより、単価の低下はあ

りますものの販売数量は拡大して好調に推移し、ＤＶＤは次世代規格がブルーレイに統一されたことやテレビとの

セット販売により好調に推移いたしました。さらに、省エネ機能などが付加された冷蔵庫や洗濯乾燥機、エアコ

ン、オール電化商品などにより好調に推移致しました。  

 また、当第３四半期累計期間中に行いました企業統合は、４月１日にＦＣ（フランチャイズ）の株式会社フジヤ

が当社子会社の株式会社デンコードーと、６月１日にＦＣの株式会社セブンデンキが同じく子会社の株式会社九州

ケーズデンキとそれぞれ合併致しました。また、６月30日にＦＣの株式会社ヒダカ電器商会が当社と株式交換を行

った後、７月１日に当社子会社の株式会社関西ケーズデンキと合併し、９月１日にはＦＣの株式会社シミズデンキ

を当社が合併致しました。更に11月28日にＦＣの吉田商事株式会社が当社と株式交換を行った後、12月１日に当社

子会社の株式会社北越ケーズと合併するなど、全国各地区での経営効率化を進めてまいりました。 

 営業店舗につきましては下表のとおり直営店25店、ＦＣ店１店を開設して営業基盤の強化を図り、直営店16店の

スクラップも行い経営効率の改善を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。 

 これらにより、当第３四半期末の店舗数は301店（直営店289店、ＦＣ店12店）となりました。 

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 

法人名 新    店

株式会社ケーズホールディングス（６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）       
神奈川県：湘南藤沢本店（７月）       
群 馬 県：沼田パワフル館（９月） 
東 京 都：立川本店（12月） 
茨 城 県：下妻パワフル館（12月）      

子会社   

株式会社ギガス（４店舗） 

静 岡 県：浜松本店（９月）         
三 重 県：伊勢御薗パワフル館（９月） 
岐 阜 県：中津川パワフル館（11月） 
静 岡 県：プレ葉ウォーク浜北店（11月）  

株式会社関西ケーズデンキ（１店舗） 兵 庫 県：日生中央パワフル館(12月）  

株式会社ビッグ・エス（１店舗） 岡 山 県：岡山大安寺本店（７月）

株式会社北越ケーズ（２店舗） 
新 潟 県：六日町インター店（７月） 
新 潟 県：上越高田本店（10月）  

株式会社九州ケーズデンキ（３店舗）
鹿児島県：薩摩川内店（５月）
鹿児島県：霧島本店（11月） 
鹿児島県：出水パワフル館（12月）  

株式会社デンコードー（８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） 
福 島 県：棚倉パワフル館（７月） 
秋 田 県：大仙本店（10月） 
北 海 道：函館本店（10月） 
北 海 道：札幌麻生店（11月） 
北 海 道：八雲パワフル館（11月）  

ＦＣ（１店舗）  和歌山県：有田パワフル館（７月）
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 以上の結果、売上高は4,254億99百万円(前年同期比99.5％)と前年比微減となりましたが、これは携帯電話の販売

方法が変更されたことに加え、昨年10月に株式会社デンコードーと株式会社東北ケーズデンキが合併したことによ

り競合する店舗を20店閉鎖し、又、ＰＣデポ4店舗を株式会社ピーシーデポコーポレーションに営業移管するなどの

効率化を図ったことによるもので、利益につきましては営業利益86億17百万円(前年同期比147.4％)、経常利益139

億3百万円(前年同期比109.7％)、四半期純利益73億74百万円(前年同期比106.7％)と各々前年を上回る成果をあげる

ことができました。 

（注）前年同期比は参考として記載しています。 

  

（１）資産の部 

 当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末比376億18百万円増加して2,890億23百万円となりました。   

 その主な内訳は、流動資産では、現金及び預金36億98百万円、商品192億4百万円がそれぞれ増加し、固定資産

は、店舗の新規出店に伴い、有形固定資産136億94百万円、投資その他の資産31億21百万円が増加したこと等による

ものです。 

  

（２）負債の部 

 当第３四半期末の負債合計は、前連結会計年度末比344億95百万円増加して1,959億93百万円となりました。 

 その主な内訳は、流動負債では、買掛金182億82百万円、短期借入金213億28百万円増加した一方、未払法人税等

21億71百万円が減少し、固定負債では、長期借入金が14億14百万円増加したこと等によるものです。 

  

（３）純資産の部 

 当第３四半期末の純資産合計は、利益剰余金が59億24百万円増加した一方、自己株式の増加が27億55百万円あり

ましたこと等により、前連結会計年度末比31億23百万円増加して930億30百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は32.0％となりました。 

  

（４）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比3億26百万円増加し111億48百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。 

 営業キャッシュ・フローでは、税金等調整前四半期純利益と減価償却費等により生じた資金を、法人税等の支払

等に充当したことにより、76億69百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得と敷金及び保証金の差入による支出等の増加によ

り、215億4百万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、長期借入金の返済による支出等の増加と自己株式取得による支出等があ

りましたが、短期借入金及び長期借入金による収入により、135億60百万円の収入となりました。 

  

 平成20年11月10日に行いました、第２四半期決算短信の連結業績発表以降、米国リーマンブラザース破綻による

世界的な金融危機の影響により、わが国も円高と株安が進行し、企業収益や雇用環境、また個人消費も急速に悪化

致しております。そのため業績につきましては、公表予想を見直し、通期の業績予想を１ページに記載のとおり修

正しております。 

 なお、今回の業績修正予想と平成20年11月10日付の第２四半期決算短信で発表致しました通期の連結業績予想と

の差異は下記のとおりです。  

 （通期） 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   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 

 前回発表予想(A)        600,000        13,000        20,500        11,400        236.08 

 今回修正予想(B)        580,000        12,100        19,000        10,300        219.59 

 増減額(B-A)       △20,000     △900   △1,500   △1,100   △16.49 

 増減率(％)          △3.3      △6.9       △7.3       △9.6       △7.0  

 前期実績     567,776         7,116        16,409         8,717        176.79  
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※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。  

  

  

該当事項はありません。  

   

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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３四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。 

  

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） 

（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 

（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、低価法から原価法（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。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 11,300 7,601

受取手形及び売掛金 18,543 17,703

商品 109,148 89,943

繰延税金資産 957 1,724

その他 5,218 7,352

貸倒引当金 △2 △16

流動資産合計 145,166 124,309

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 58,144 48,496

土地 20,295 19,600

建設仮勘定 4,780 1,901

その他（純額） 3,672 3,200

有形固定資産合計 86,893 73,199

無形固定資産   

のれん 1,712 1,800

その他 566 529

無形固定資産合計 2,278 2,330

投資その他の資産   

投資有価証券 5,224 5,883

長期貸付金 14,014 13,036

敷金及び保証金 22,697 21,015

繰延税金資産 8,205 7,485

その他 4,619 4,182

貸倒引当金 △79 △41

投資その他の資産合計 54,682 51,560

固定資産合計 143,854 127,090

繰延資産 2 4

資産合計 289,023 251,405
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 57,742 39,459

短期借入金 89,438 68,110

未払法人税等 2,038 4,210

賞与引当金 1,336 2,439

ポイント引当金 71 388

1年内償還予定の社債 300 320

その他 10,998 12,729

流動負債合計 161,926 127,658

固定負債   

社債 300 230

長期借入金 20,863 19,449

退職給付引当金 2,309 2,291

役員退職慰労引当金 902 981

商品保証引当金 3,246 2,610

負ののれん 2,583 3,865

その他 3,860 4,413

固定負債合計 34,067 33,840

負債合計 195,993 161,498

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,815 12,807

資本剰余金 44,625 44,677

利益剰余金 44,015 38,090

自己株式 △8,680 △5,925

株主資本合計 92,776 89,650

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △421 △115

評価・換算差額等合計 △421 △115

新株予約権 510 218

少数株主持分 165 153

純資産合計 93,030 89,906

負債純資産合計 289,023 251,405
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 425,499

売上原価 337,962

売上総利益 87,537

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 8,479

商品保証引当金繰入額 1,085

給料及び手当 22,738

賞与引当金繰入額 1,864

退職給付費用 586

役員退職慰労引当金繰入額 43

消耗品費 2,031

減価償却費 5,124

地代家賃 10,627

租税公課 1,930

のれん償却額 812

その他 23,595

販売費及び一般管理費合計 78,919

営業利益 8,617

営業外収益  

仕入割引 4,131

負ののれん償却額 1,281

その他 1,386

営業外収益合計 6,799

営業外費用  

支払利息 842

店舗閉鎖関連費用 390

その他 280

営業外費用合計 1,513

経常利益 13,903

特別利益  

事業譲渡益 109

退職給付制度終了益 65

その他 55

特別利益合計 230

特別損失  

減損損失 620

有価証券評価損 358

その他 213

特別損失合計 1,192

税金等調整前四半期純利益 12,941

法人税、住民税及び事業税 5,284

法人税等調整額 269

法人税等合計 5,554

少数株主利益 12

四半期純利益 7,374
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 12,941

減価償却費 5,355

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,139

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18

受取利息及び受取配当金 △291

支払利息 842

売上債権の増減額（△は増加） △1,415

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,433

仕入債務の増減額（△は減少） 17,705

その他 △1,803

小計 15,779

利息及び配当金の受取額 125

利息の支払額 △856

法人税等の支払額 △7,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,669

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 △18,807

有形固定資産の売却による収入 290

投資有価証券の取得による支出 △753

投資有価証券の売却による収入 594

関係会社株式の取得による支出 △161

貸付けによる支出 △2,324

貸付金の回収による収入 1,179

敷金及び保証金の差入による支出 △2,406

敷金及び保証金の回収による収入 925

その他 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,504

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 21,321

長期借入れによる収入 8,702

長期借入金の返済による支出 △11,368

自己株式の取得による支出 △3,242

配当金の支払額 △1,449

その他 △403

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,560

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △275

現金及び現金同等物の期首残高 10,822

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 179

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 422

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,148
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 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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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３四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日） 

                                            （百万円） 

※ 平成20年４月に市場から3,217百万円を取得致しました。 

  

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高  12,807  44,677  38,090  △ 5,925  89,650

当第３四半期連結会計期間末までの

変動額 
         

  剰余金の配当 ─ ─  △ 1,449 ─  △ 1,449

  四半期純利益 ─ ─  7,374 ─  7,374

  自己株式の取得 ※ ─ ─ ─  △3,242  △3,242

  その他  8  △52 ─  486  442

当第３四半期連結会計期間末までの

変動額合計 
 8  △52  5,924  △ 2,755  3,125

当第３四半期連結会計期間末残高  12,815  44,625  44,015  △ 8,680  92,776
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「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 (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。 

科目 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  427,644

Ⅱ 売上原価  347,988

売上総利益  79,655

Ⅲ 販売費及び一般管理費  73,809

営業利益  5,845

Ⅳ 営業外収益   

 １．仕入割引  5,284

 ２．その他  2,830

 営業外収益合計  8,115

Ⅴ 営業外費用   

 １．支払利息  699

 ２．その他  588

 営業外費用合計  1,287

経常利益  12,673

Ⅵ 特別利益  213

Ⅶ 特別損失  1,239

税金等調整前四半期純利益  11,647

法人税等  4,717

少数株主利益  19

四半期純利益 
  

 6,910
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （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。 

  

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

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  11,647

 減価償却費  4,395

 賞与引当金の減少額 △988

 退職給付引当金の減少額 △113

 商品保証引当金の増加額  155

 受取利息及び受取配当金 △302

 支払利息  699

 売上債権の増加額 △4,737

 たな卸資産の増加額 △17,286

 仕入債務の増加額  18,813

 その他 △1,616

小計  10,666

 利息及び配当金の受取額  123

 利息の支払額 △708

 法人税等の支払額 △7,392

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,688

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 △13,843

 有形固定資産の売却による収入  441

 投資有価証券の取得による支出 △1,328

 投資有価証券の売却による収入  673

 関連会社株式の追加取得による支出 △19

 貸付による支出 △1,749

 貸付金の回収による収入  979

 差入敷金保証金の差入による支出 △1,799

 差入敷金保証金の回収による収入  755

 その他  6

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,884

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 借入金の増加額  20,785

 社債の償還による支出 △325

 自己株式取得による支出 △3,011

 株式の発行による収入  486

 配当金の支払額 △1,338

 その他 △163

財務活動によるキャッシュ・フロー  16,433

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  3,237

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 合併による現金及び現金同等物の増加額  34

Ⅸ 現金及び現金同等物の四半期末残高  13,005

    

－11－



 【販売の状況】 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を品種別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報 

品種別名称 売上高（百万円） 構成比（％）

音響商品 

オーディオ  3,075  0.7

テープレコーダー  9,834  2.3

その他  1,639  0.4

小計  14,549  3.4

映像商品 

カラーテレビ  74,849  17.6

ビデオ及びビデオカメラ  5,861  1.4

ＤＶＤ  20,195  4.7

その他  7,256  1.7

小計  108,162  25.4

情報機器 

パソコン    66,027  15.5

携帯電話    25,228  5.9

その他    24,171  5.7

小計    115,427  27.1

家庭電化商品 

冷蔵庫    25,779  6.1

洗濯機    17,805  4.2

クリーナー    7,992  1.9

電子レンジ    4,818  1.1

調理家電    14,529  3.4

理美容・健康器具    12,826  3.0

その他    11,716  2.8

小計    95,467  22.5

季節商品 

エアコン    35,311  8.3

電気暖房機    5,278  1.2

石油・ガス暖房機    3,421  0.8

その他    3,158  0.8

小計    47,169  11.1

その他 

ソフト等    9,971  2.3

その他    34,750  8.2

小計    44,722  10.5

合計    425,499  100.0
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