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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 137,277 9.4 2,082 248.0 3,904 63.6 1,869 101.1
21年3月期第1四半期 125,499 ― 598 ― 2,386 ― 929 ―

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

22年3月期第1四半期 39.77 39.69
21年3月期第1四半期 19.83 ―

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

22年3月期第1四半期 283,785 97,393 34.0 2,045.56
21年3月期 273,750 96,022 34.8 2,025.31

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  96,474百万円 21年3月期  95,217百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

307,600 11.0 5,800 23.5 8,800 7.5 4,300 2.5 91.46

通期 645,000 12.3 15,100 27.9 21,300 13.2 11,600 13.3 246.74
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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）  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） 

(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 

 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。上記の予想に関する事項につきましては、4ページ 【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 をご参照ください。 

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） 22年3月期第1四半期 50,855,616株 21年3月期  50,705,736株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,692,763株 21年3月期  3,692,148株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 47,013,227株 21年3月期第1四半期 46,866,640株
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当第１四半期におけるわが国経済は、景気低迷の中で定額給付金などの経済政策により消費喚起は図られましたも

のの、政局が混迷する中で景況感は依然として力強さを欠いた状況で推移致しました。  

その様な中で当家電販売業界におきましては、５月15日よりエコポイント制度が導入され、グリーン家電普及促進

事業として、地上デジタル放送対応テレビや冷蔵庫、エアコンの省エネ家電普及促進が開始されました。 

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、お客様が一番満足する「現金値引」と、「あんしんパスポー

ト」の加入促進などにより、積極的な営業活動を展開してまいりました。また、お取引先各社との良好な取引関係の

もと、お客様を誤認させない公正な価格表示の推進やリサイクル品の適切な対応など各種法令の遵守に努めるととも

に、平成21年４月に「オール電化事業推進室」を新設し、将来の本格的なオール電化の事業化を視野に入れた取り組

みを開始致しました。 

商品につきましては、地上デジタル放送対応テレビや省エネ性能の高い冷蔵庫は、エコポイント制度の効果もあり

好調に推移し、また、ＤＶＤレコーダーや洗濯機などの家庭電化商品も積極的な営業活動により好調に推移致しまし

た。  

営業店舗につきましては、下表のとおり直営店11店を開設して営業基盤の強化を図り、直営店４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１四半期末の店舗数は316店（直営店304店、ＦＣ店12店）となりました。（その他にＰＣデポ

ＦＣ店、アウトレット店、携帯電話専門店等があります。） 

以上の結果、売上高は1,372億77百万円（前年同期比109.4%）、営業利益20億82百万円（前年同期比348.0%）、経

常利益39億4百万円（前年同期比163.6%）、当期純利益18億69百万円（前年同期比201.1%）と、大幅な伸長を遂げる

ことができました。 

  

(1)資産の部  

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度比100億35百万円増加して2,837億85百万円となりました。 

その主な内訳は、流動資産が33億22百万円増加して1,265億70百万円に、また固定資産が67億13百万円増加して

1,572億13百万円となりました 

流動資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が35億15百万円減少いたしましたが、商品が店舗の新規出店に

伴い76億27百万円増加したこと等によるものです。 

固定資産増加も、店舗の新規出店に伴い増加したもので、有形固定資産が33億89百万円増加して973億45百万円

に、また投資その他の資産も36億10百万円増加して579億79百万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86億64百万円増加して1,863億92百万円となりました。 

その主な内訳は、流動負債が90億81百万円増加して1,481億33百万円に、また固定負債が4億16百万円減少して

382億58百万円となりました。流動負債増加の主な原因は、短期借入金が91億40百万円、買掛金が41億4百万円増加

した一方、未払法人税等が26億71百万円及び賞与引当金が9億10百万円減少し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3億99百万円減少し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、前連結会計年度末比13億70百万円増加して973億93百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は34.0％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（３店舗）
東 京 都：横浜町田インター店（４月） 
埼 玉 県：浦和原山店（５月） 
埼 玉 県：入間店（６月） 

子会社  

株式会社ギガス（３店舗） 
静 岡 県：浜松入野店（４月）
長 野 県：伊那店（５月） 
岐 阜 県：下呂店（６月） 

株式会社九州ケーズデンキ（２店舗）
熊 本 県：荒尾本店（４月）
大 分 県：佐伯店（６月） 

株式会社デンコードー（３店舗） 
青 森 県：八戸本店（４月）
秋 田 県：横手本店（４月） 
宮 城 県：仙台港店（６月） 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(4)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比4億29百万円増加し76億86百万円と

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。 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費で生じた資金と売上債権の

回収及び仕入債務の増加等により生じた資金を、たな卸資産の増加及び法人税等の支払等に充当したことにより、

4億25百万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、投資有価証券の売却等による収入がありましたが、有形固定資産の取

得、建設協力金としての貸付及び保証金の差入による支出の増加並びに投資有価証券の取得に充当したことによ

り、75億59百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済と配当金の支払等がありましたが、短期借入金及び

長期借入金による収入等により、75億64百万円の収入となりました。  

  

平成21年５月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 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固定資産の減価償却費の算出方法 

定率法を採用している資産については、連結会計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。  

  

④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。 

  

⑤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。 

  

    連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年5月13日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,698 7,286

受取手形及び売掛金 12,426 15,942

商品 99,620 91,992

貯蔵品 110 120

繰延税金資産 1,161 1,768

その他 5,555 6,140

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 126,570 123,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 68,095 64,705

土地 20,246 20,247

リース資産（純額） 1,731 1,652

建設仮勘定 3,209 3,442

その他（純額） 4,062 3,907

有形固定資産合計 97,345 93,955

無形固定資産   

のれん 1,149 1,431

リース資産 213 215

その他 525 529

無形固定資産合計 1,889 2,175

投資その他の資産   

投資有価証券 6,164 5,642

長期貸付金 15,276 13,123

敷金及び保証金 23,855 23,240

繰延税金資産 7,919 7,701

その他 4,922 4,820

貸倒引当金 △158 △158

投資その他の資産合計 57,979 54,368

固定資産合計 157,213 150,500

繰延資産 1 2

資産合計 283,785 273,750
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,867 38,763

短期借入金 89,747 80,606

リース債務 238 207

未払法人税等 1,522 4,194

賞与引当金 1,752 2,663

ポイント引当金 71 61

1年内償還予定の社債 60 60

その他 11,873 12,496

流動負債合計 148,133 139,052

固定負債   

社債 170 170

長期借入金 23,827 24,227

リース債務 1,880 1,788

退職給付引当金 2,434 2,383

役員退職慰労引当金 967 913

商品保証引当金 3,422 3,326

負ののれん 1,976 2,156

その他 3,579 3,709

固定負債合計 38,258 38,675

負債合計 186,392 177,728

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,987 12,815

資本剰余金 44,855 44,683

利益剰余金 47,279 46,819

自己株式 △8,685 △8,684

株主資本合計 96,436 95,635

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37 △417

評価・換算差額等合計 37 △417

新株予約権 728 619

少数株主持分 189 185

純資産合計 97,393 96,022

負債純資産合計 283,785 273,750
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 125,499 137,277

売上原価 100,547 107,228

売上総利益 24,952 30,049

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,551 2,750

商品保証引当金繰入額 96 271

給料及び手当 6,697 7,210

賞与引当金繰入額 1,305 1,391

退職給付費用 167 236

役員退職慰労引当金繰入額 25 53

消耗品費 575 751

減価償却費 1,472 2,128

地代家賃 3,436 4,041

租税公課 510 758

のれん償却額 253 281

その他 7,262 8,090

販売費及び一般管理費合計 24,354 27,966

営業利益 598 2,082

営業外収益   

仕入割引 1,349 1,406

負ののれん償却額 427 180

その他 458 724

営業外収益合計 2,235 2,311

営業外費用   

支払利息 266 260

店舗閉鎖関連費用 128 135

その他 52 93

営業外費用合計 446 489

経常利益 2,386 3,904

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 442 173

有価証券評価損 － 107

その他 78 119

特別損失合計 521 401

税金等調整前四半期純利益 1,997 3,502
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

法人税、住民税及び事業税 1,170 1,487

法人税等調整額 △107 140

法人税等合計 1,063 1,627

少数株主利益 3 5

四半期純利益 929 1,869
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 3,502

減価償却費 1,560 2,232

賞与引当金の増減額（△は減少） △759 △910

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54 51

受取利息及び受取配当金 101 △118

支払利息 266 260

売上債権の増減額（△は増加） 4,241 3,515

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,304 △7,617

仕入債務の増減額（△は減少） 3,412 4,104

その他 △2,028 △489

小計 1,433 4,532

利息及び配当金の受取額 △129 74

利息の支払額 △260 △251

法人税等の支払額 △4,063 △3,930

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,021 425

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 △5,984

有形固定資産の売却による収入 33 21

投資有価証券の取得による支出 △51 △1,437

投資有価証券の売却による収入 141 1,549

関係会社株式の取得による支出 △58 －

貸付けによる支出 △565 △1,396

貸付金の回収による収入 304 410

敷金及び保証金の差入による支出 △557 △950

敷金及び保証金の回収による収入 405 215

その他 △5 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,047 △7,559

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） 14,325 11,433

長期借入れによる収入 200 800

長期借入金の返済による支出 △4,042 △3,491

自己株式の取得による支出 △3,219 △1

株式の発行による収入 16 343

配当金の支払額 △1,449 △1,410

その他 △58 △108

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,771 7,564

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,297 429

現金及び現金同等物の期首残高 10,822 7,257
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 7,686
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 該当事項はありません。 

  

 前第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） 

  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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。  

  

 前第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。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。  

   

 前第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。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年6月30日） 

  該当事項はありません。  

   

（単位：百万円）

（注）１ ストック・オプションの権利行使により、発行済株式数が、149,880株増加し、当第１四半期会計期

間末の発行済株式数は50,855,616株となっております。  

（注）２ 平成21年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、普通株式に係る配当を実施いたしました。 

  

（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

   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   12,815  44,683  46,819  △ 8,684  95,635

当第１四半期末までの変動額           

  新株の発行（注）１  171  171 - -  343

  自己株式の取得 - - -  △ 1  △ 1

  剰余金の配当（注）２  - -  △ 1,410 -  △ 1,410

  四半期純利益 - -  1,869 -  1,869

当第１四半期末までの変動合計額  171  171  459  △ 1  801

当第１四半期末残高   12,987  44,855  47,279  △ 8,685  96,436
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  品種別売上高 

（単位：百万円）

  

６．その他の情報

品種別名称 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％）

音響商品     

オーディオ  857  87.9

テープレコーダー  3,348  109.4

その他  548  111.9

小計  4,754  105.0

映像商品     

カラーテレビ  24,735  118.3

ビデオ及びビデオカメラ  1,553  100.1

ＤＶＤ  5,913  113.0

その他  2,381  119.5

小計  34,583  116.5

情報機器     

パソコン  21,169  96.3

携帯電話  10,287  98.8

その他  8,416  114.9

小計  39,873  100.4

家庭電化商品     

冷蔵庫  9,710  123.5

洗濯機  6,508  118.3

クリーナー  2,668  118.3

電子レンジ  1,695  119.5

調理家電  5,224  127.6

理美容・健康器具  4,585  115.3

その他  3,650  107.7

小計  34,045  119.5

季節商品     

エアコン  10,619  97.3

電気暖房機  110  198.3

石油・ガス暖房機  57  158.3

その他  1,132  120.9

小計  11,919  99.8

その他     

ソフト等  2,353  74.6

その他  9,748  122.2

小計  12,101  108.7

合計  137,277  109.4
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