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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 356,732 19.1 15,569 97.7 19,411 71.8 9,986 64.8
22年3月期第2四半期 299,466 8.1 7,875 67.7 11,296 38.0 6,058 44.4

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

23年3月期第2四半期 176.30 175.61
22年3月期第2四半期 128.38 127.81

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

23年3月期第2四半期 291,960 117,904 39.9 2,106.27
22年3月期 295,209 113,403 38.0 2,348.51

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  116,525百万円 22年3月期  112,160百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― ― ― 30.00 30.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 30.00 30.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 750,000 15.6 32,500 48.4 40,000 37.6 20,600 29.3 363.65



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、現時点で入手可能な情報及び将来の特定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、【添付資料】P.3「１．当四半期決算に
関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
 
２．平成22年３月31日現在の株主に対し、平成22年４月１日付をもって普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割しております。なお、「３．平成23年３月
期の連結業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を考慮しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「２．その他の情報」をご覧ください。）

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 61,026,739株 22年3月期  50,855,616株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,703,477株 22年3月期  3,097,644株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 56,647,263株 22年3月期2Q  47,189,856株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見られるものの、雇用情勢は依然として低

水準にあるなど力強さを欠いて推移いたしました。その様な中で当家電販売業界におきましては、昨年5月に開始さ

れました家電エコポイント制度の終了期日が平成23年3月末日まで延長され、テレビ、冷蔵庫、エアコンの省エネ家

電製品の普及促進が図られました。 

このような状況の中で、当社は「がんばらない」経営哲学のもと「新製品が安いケーズデンキ」のスローガンを掲

げ、お客様が も安さを実感できる「現金値引」や、買う時にも買った後も安心できる「あんしんパスポート」の会

員数が1千万人を突破する等、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関係のも

と、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コンプライアンスに努めるとともに、常にお客様の立場

に立った商売を展開してまいりました。 

それらの結果、サービス産業生産性協議会から平成21年度ＪＣＳＩ（日本版顧客満足度指数）家電量販店業界で第

1位の評価を頂き、また日経ビジネス誌による「2010年版アフターサービスランキング家電量販店部門」でも第1位の

評価を受けることができました。 

経営成績につきましては、エコポイント制度及び地デジ効果によりテレビが好調に推移いたしました。また、記録

的な猛暑により高付加価値商品である冷蔵庫、エアコン等の省エネ家電を中心に好調に推移いたしました。更に販売

費及び一般管理費も効率的な運用が図れたことにより、売上高、営業利益、経常利益、純利益ともに前年及び予想を

上回る結果となりました。  

営業店舗につきましては、下表のとおり直営店14店を開設して更なる成長基盤の強化を図り、また直営店6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２四半期末の店舗数は347店（直営店335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 百万円（前年同期比119.1%）、営業利益 百万円（前年同期比197.7%）、経常

利益 百万円（前年同期比171.8%）、当期純利益 百万円（前年同期比164.8%）と、大幅な伸長を遂げる

ことができました。 

 なお、今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的として、期中に200万株の自社株

の取得を行いました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

法人名 開    店 閉    店 

株式会社ケーズホールディングス 

    （開店5店舗 閉店1店舗） 

埼 玉 県：菖蒲店(4月) 

神奈川県：横浜鶴見店(5月) 

千 葉 県：野田泉店(6月) 

群 馬 県：渋川店(6月) 

千 葉 県：いすみ店(7月)  

  

  

  

  

千 葉 県：大原パワフル館(7月)  

●子会社     

株式会社ギガス 

（開店2店舗 閉店2店舗） 

岐 阜 県：本巣店(6月) 

愛 知 県：名古屋みなと店(8月)  

  

岐 阜 県：大垣パワフル館(6月) 

  

愛 知 県：安城店(9月)  

株式会社関西ケーズデンキ 

（開店2店舗 閉店1店舗）  

兵 庫 県：東加古川店(4月) 

滋 賀 県：八日市インター店(7月) 

兵 庫 県：加古川本店(4月) 

  

株式会社ビッグ・エス 

（開店2店舗 閉店1店舗） 

徳 島 県：阿南店(6月) 

香 川 県：寒川店(9月)  

徳 島 県：那賀川パワフル館(6月) 

  

株式会社北越ケーズ 

（開店2店舗 閉店1店舗) 

新 潟 県：長岡川崎店(6月) 

新 潟 県：柏崎店(7月)  

  

新 潟 県：柏崎パワフル館(7月)  

株式会社九州ケーズデンキ  

（開店1店舗）  

熊 本 県：熊本十禅寺店(9月)  

  

  

  

合 計  14店舗      6店舗  

3,567億32 155億69

194億11 99億86
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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２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末比32億48百万円減少して 百万円となりました。 

その主な内訳は、流動資産が95億98百万円減少して 百万円に、また固定資産が63億50百万円増加して

百万円となりました。 

流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が55億71百万円、商品が22億6百万円、現金及び預金が18億88百

万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

一方、固定資産の増加は、店舗の新規出店等に伴い増加したもので、有形固定資産が46億98百万円、投資その他の

資産が16億57百万円増加したこと等によるものです。 

  

 ②負債の部 

当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末比77億49百万円減少して 百万円となりました。 

その主な内訳は、流動負債が52億57百万円減少して 円に、また固定負債が24億91百万円減少して 百

万円となりました。 

流動負債減少の主な要因は、短期借入金が53億96百万円増加したものの、買掛金が64億36百万円、前受金が34億65

百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

固定負債減少の主な要因は、資産除去債務が16億30百万円の計上がありましたものの、長期借入金が44億73百万円

減少したこと等によるものです。 

  

 ③純資産の部 

当第２四半期末の純資産合計は、自己株式の取得等により38億73百万円減少し、利益剰余金が85億44百万円増加し

たこと等により、前連結会計年度末比45億1百万円増加して 百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は39.9％となりました。 

  

 ④キャッシュフローの状況  

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末比18億88百万

円減少し 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） 

営業活動による資金は、 百万円の収入（前年同期は 百万円の収入）となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、及び売上債権の減少額

百万円、たな卸資産の減少額 百万円で得た資金により、仕入債務の減少額 百万円、前受金の減少額

百万円、及び法人税等の支払額 百万円に充当したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、 百万円の支出（前年同期は128億35百万円の支出）となりました。 

主な要因は、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出 百万円、貸付けによる支出 百万円に充当

したこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、 百万円の支出（前年同期は 百万円の支出）となりました。 

主な要因は、短期借入金の純増額 百万円、長期借入れによる収入 円により資金の調達を行い、長期借入

金の返済による支出 百万円、自己株式の取得による支出 百万円、及び配当金の支払額 百万円に充

当したこと等によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当家電販売業界におきましては、大型店の出店競争や価格競争等による淘汰の中で、経営環境は一層厳しさを増

すものと思われます。しかしながら、国家施策としてのエコポイント制度が12月末日から平成23年3月末日まで延

長されたことにより、2011年7月のアナログ放送終了に向けて、テレビの買い換えが促進されるとともに対象商品

であるエアコン、冷蔵庫ほか省エネ家電の買い換え需要が見込まれるものと思われます。 

 このような環境の下、当社グループは「本当の親切」を徹底し、家電専門店として従来にも増してお客様に支持

される店づくりを行うとともに、健全且つ安定した財務体質を維持しながら積極的な店舗展開を推進し、併せて顧

客満足度（ＣＳ）と株主価値向上に努めてまいります。 

 なお、当期の出店につきましては、直営店27店の新開店を計画して業容の拡大を図ってまいります。 

 これらにより平成23年3月期の連結業績予想につきましては、第２四半期までの動向も踏まえ、平成22年5月10日

に公表いたしました連結業績予想を売上高7,500億円（前年同期比115.6%）、営業利益325億円（前年同期比

148.4%）、経常利益400億円（前年同期比137.6%）、当期純利益206億円（前年同期比129.3%）に修正しておりま

す。  

2,919億60

1,156億51

1,763億8

1,740億56

1,330億 410億55

1,179億4

65億49

138億54 194億60

174億76 53億31 55億51

21億93 64億36

34億64 79億62

109億32

86億4 24億54

48億12 75億88

37億80 30億

58億56 39億18 14億33
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。 

  

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

①第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、営業利益は153百万円、経常利益は159百万円、税金等調整前四半期純利益は15億33百万円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は15億66百万円であります。 

  

②当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連 

結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月

26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第10号 平成20年12月26日）を適用しております。  

  

・表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表） 

前第２四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」は重要

性が増したため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結会計

期間の流動負債の「その他」に含まれる「前受金」は29億55百万円であります。 

  

（四半期連結損益計算書）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示し

ておりました「前受金の増減額（△は減少）」は重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲

記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に含まれる「前受金の増減額（△は減少）」は△12億96百万円であります。  

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,549 8,437

受取手形及び売掛金 14,868 20,439

商品 86,089 88,295

貯蔵品 121 108

繰延税金資産 2,690 2,729

その他 5,333 5,240

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 115,651 125,249

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 79,049 77,492

土地 22,814 20,725

リース資産（純額） 5,670 5,146

建設仮勘定 1,734 1,161

その他（純額） 4,450 4,494

有形固定資産合計 113,720 109,021

無形固定資産   

のれん 591 729

リース資産 596 533

その他 741 672

無形固定資産合計 1,929 1,935

投資その他の資産   

投資有価証券 7,542 6,985

長期貸付金 16,581 15,050

敷金及び保証金 24,323 25,863

繰延税金資産 6,762 5,860

その他 5,658 5,432

貸倒引当金 △209 △190

投資その他の資産合計 60,659 59,001

固定資産合計 176,308 169,958

繰延資産 0 1

資産合計 291,960 295,209
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,978 48,414

短期借入金 62,881 57,484

リース債務 597 524

未払法人税等 8,315 8,140

前受金 5,493 8,959

賞与引当金 3,134 3,022

ポイント引当金 68 71

1年内償還予定の社債 140 60

その他 10,390 11,581

流動負債合計 133,000 138,258

固定負債   

社債 － 110

長期借入金 21,005 25,478

リース債務 6,248 5,651

退職給付引当金 2,670 2,569

役員退職慰労引当金 884 848

商品保証引当金 4,548 4,101

資産除去債務 1,630 －

負ののれん 1,059 1,434

その他 3,008 3,351

固定負債合計 41,055 43,547

負債合計 174,056 181,805

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,987 12,987

資本剰余金 44,862 44,862

利益剰余金 69,704 61,160

自己株式 △10,791 △6,917

株主資本合計 116,763 112,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △238 67

評価・換算差額等合計 △238 67

新株予約権 1,253 1,035

少数株主持分 125 208

純資産合計 117,904 113,403

負債純資産合計 291,960 295,209
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 299,466 356,732

売上原価 234,071 276,614

売上総利益 65,395 80,117

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 6,010 6,769

商品保証引当金繰入額 544 1,253

給料及び手当 14,636 15,898

賞与引当金繰入額 2,711 3,124

退職給付費用 449 564

役員退職慰労引当金繰入額 83 55

消耗品費 1,308 1,314

減価償却費 4,445 5,152

地代家賃 8,212 9,199

租税公課 1,576 1,656

のれん償却額 562 137

その他 16,978 19,420

販売費及び一般管理費合計 57,519 64,547

営業利益 7,875 15,569

営業外収益   

仕入割引 2,794 3,406

負ののれん償却額 360 358

その他 1,206 954

営業外収益合計 4,362 4,719

営業外費用   

支払利息 500 469

閉鎖店舗関連費用 277 234

その他 162 174

営業外費用合計 941 878

経常利益 11,296 19,411

特別利益   

賃貸契約解約益 61 23

子会社株式売却益 － 18

特別利益合計 61 41

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,373

減損損失 260 459

有価証券評価損 107 5

その他 235 138

特別損失合計 603 1,976

税金等調整前四半期純利益 10,754 17,476

法人税、住民税及び事業税 4,522 8,196

法人税等調整額 167 △709

法人税等合計 4,689 7,486

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,989

少数株主利益 6 2

四半期純利益 6,058 9,986
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 10,754 17,476

減価償却費 4,643 5,331

賞与引当金の増減額（△は減少） 48 112

退職給付引当金の増減額（△は減少） 129 100

受取利息及び受取配当金 △212 △274

支払利息 500 469

売上債権の増減額（△は増加） 3,970 5,551

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,998 2,193

仕入債務の増減額（△は減少） △6,932 △6,436

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,373

前受金の増減額（△は減少） － △3,464

その他 △1,099 △260

小計 23,800 22,172

利息及び配当金の受取額 81 105

利息の支払額 △499 △461

法人税等の支払額 △3,922 △7,962

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,460 13,854

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 △10,814 △8,604

有形固定資産の売却による収入 261 69

投資有価証券の取得による支出 △3,065 △2,731

投資有価証券の売却による収入 2,957 1,718

貸付けによる支出 △1,811 △2,454

貸付金の回収による収入 767 910

敷金及び保証金の差入による支出 △1,770 △1,700

敷金及び保証金の回収による収入 508 1,922

その他 132 △62

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,835 △10,932

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） △7,812 3,780

長期借入れによる収入 6,700 3,000

長期借入金の返済による支出 △6,867 △5,856

自己株式の取得による支出 △4 △3,918

自己株式の処分による収入 1,707 39

株式の発行による収入 342 －

配当金の支払額 △1,410 △1,433

その他 △242 △423

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,588 △4,812

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △962 △1,888

現金及び現金同等物の期首残高 7,257 8,437

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,294 6,549
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 該当事項はありません。 

  

  

 開示情報として重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

 （単位：百万円）

（注） １ 平成22年８月４日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づく自己株式の取得に係る事項についての決議に基づき、平成22年８月５日から平成22

年９月１日までに普通株式200万株、取得総額 百万円の自己株式を取得しております。 

    ２ 平成22年６月25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

（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   12,987  44,862  61,160  △ 6,917  112,092

当第２四半期末までの変動額           

  自己株式の取得（注）1 - - -  △ 3,921  △ 3,921

  自己株式の処分 -  0 -  47  47

  剰余金の配当（注）2 - -  △ 1,433 -  △ 1,433

  連結範囲の変動  - -  △9 -  △9

  四半期純利益 - -  9,986 -  9,986

当第２四半期末までの変動合計額 -  0  8,544  △ 3,873  4,671

当第２四半期末残高   12,987  44,862  69,704  △ 10,791  116,763

3,894
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品種別売上高  

（単位：百万円）

  

４．補足情報

品種別名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

音響商品     

オーディオ  1,709  99.1

ポータブルオーディオ  7,613  116.5

その他  1,176  103.9

小計  10,500  111.8

映像商品     

カラーテレビ  74,597  128.8

ビデオ及びビデオカメラ  4,178  101.8

ＤＶＤ  15,646  119.6

その他  6,129  115.3

小計  100,551  125.0

情報機器     

パソコン  47,644  115.8

携帯電話  22,749  105.1

その他  17,232  104.7

小計  87,625  110.6

家庭電化商品     

冷蔵庫  26,856  114.8

洗濯機  14,609  110.0

クリーナー  6,758  117.1

電子レンジ  3,778  112.2

調理家電  11,733  113.4

理美容・健康器具  10,936  120.4

その他  8,466  108.4

小計  83,139  113.8

季節商品     

エアコン  39,547  138.7

その他  4,430  137.9

小計  43,977  138.6

その他     

ソフト等  5,598  97.7

その他  25,340  127.3

小計  30,938  120.6

合計  356,732  119.1
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