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

23年3月期第3四半期 595,114 25.4 31,970 125.0 38,288 97.5 21,160 96.2
22年3月期第3四半期 474,663 11.6 14,212 64.9 19,389 39.5 10,787 46.3

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3四半期 376.37 374.86
22年3月期第3四半期 227.69 226.49

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3四半期 333,563 129,432 38.4 2,308.54
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3四半期  127,971百万円 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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
23年3月期 ― 0.00 ―

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 765,000 17.9 34,000 55.3 42,000 44.5 22,100 38.7 393.07



(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.4「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.5「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3Q 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3Q  5,593,015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3Q 56,223,898株 22年3月期3Q  47,379,664株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ねじれ国会による経済対策の停滞などにより雇用情勢は依然と

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1千2百万人を突破する等、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、エコポイント制度に地デジ効果も相俟って、テレビ、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。特に10月、11月はエコポイント制度変更前の駆け込み需要もあり、大幅な伸長を

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

益ともに前年を大幅に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23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３四半期末の店舗数は 店（直営店 店、ＦＣ店 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125.4%）、営業利益 百万円（前年同期比225.0%）、経常

利益 百万円（前年同期比197.5%）、当期純利益 百万円（前年同期比196.2%）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8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：流山店(11月) 

千 葉 県：新習志野店(11月) 

千 葉 県：君津店(11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3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)  

  

静 岡 県：島田店(10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3店舗 閉店1店舗） 

徳 島 県：阿南店(6月) 

香 川 県：寒川店(9月)  

愛 媛 県：新居浜店(11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3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) 

石 川 県：金沢本店(11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3店舗）  

熊 本 県：熊本十禅寺店(9月)  

福 岡 県：春日店(10月)  

大 分 県：日田店(11月)  

  

  

株式会社デンコードー  

（開店1店舗）  

宮 城 県：築館店(11月) 

  
  

合 計  23店舗      6店舗  

356 344 12

5,951億14 319億70

382億88 211億60
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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３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末比383億54百万円増加して 百万円となりました。 

 その主な内訳は、流動資産が304億12百万円増加して1,556億62百万円に、また固定資産が79億42百万円増加して

円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、年始商材の確保等により商品が274億80百万円、現金及び預金が35億19百万円それぞ

れ増加したこと等によるものです。 

 固定資産増加の主な要因は、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54億22百万円、投資その他

の資産が25億75百万円それぞれ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223億25百万円増加して 百万円となりました。 

 その主な内訳は、流動負債が255億24百万円増加して1,637億83百万円に、また固定負債が31億99百万円減少して

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240億63百万円減少したものの、買掛金が396億90百万円、前受金が84億

17百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 

 固定負債減少の主な要因は、リース債務が18億25百万円、資産除去債務が16億99百万円それぞれ増加しましたが、

長期借入金が67億14百万円減少したこと等によるものです。 

  

③純資産の部 

 当第３四半期末の純資産合計は、第２四半期における自己株式の取得等により36億64百万円減少し、利益剰余金が

197億17百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比160億28百万円増加して 百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は38.4%となりました。 

  

④キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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35億19百万

円増加し 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通りです。  

（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、及び仕入債務の増加額

百万円、前受金の増加額 百万円で得た資金に対し、年始商材の確保等によるたな卸資産の増加額 百万

円、及び法人税等の支払額 百万円を支出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 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、長期借入による収入 円がありましたが、短期借入金の純減額 百万円、長期借入金の返済

による支出 百万円、及び自己株式の取得による支出 百万円、配当金の支払額 百万円を支出したこ

と等によるものです。  

3,335億63

1,779億

2,041億31

403億48

1,294億32

119億57

540億67 308億33

362億16 82億11 396億90

84億18 274億91

135億64

139億83 222億25

115億23 31億50

365億54 50億22

30億 251億70

86億8 39億21 14億33
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月4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、10月、11月はエコポイント制度変更前

の駆け込み需要もあり好調に推移いたしました。また第４四半期の動向も勘案し、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22年11月4日付の第２四半期決算短信で発表いた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） 

  

※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。  

  

  

   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)        750,000        32,500        40,000        20,600        363.65 

 今回修正予想(B)        765,000        34,000        42,000        22,100        393.07 

 増減額(B-A)         15,000       1,500         2,000      1,500      29.42  

 増減率(％)            2.0          4.6           5.0          7.3            8.1   

 前期実績     648,828        21,896        29,068        15,936        335.69 
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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ましては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

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。 
  
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。   
  

（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2億36百万円、経常利益は2億47百万円、税金等調整前四半期純利益は16億20百万

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３四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３四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３四半期連結会計

期間の流動負債の「その他」に含まれる「前受金」は23億40百万円であります。 
  

（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３四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３四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３四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３四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△19億13百万円であります。   
  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,957 8,437

受取手形及び売掛金 20,567 20,439

商品 115,775 88,295

貯蔵品 119 108

繰延税金資産 1,929 2,729

その他 5,313 5,240

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 155,662 125,249

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 79,445 77,492

土地 22,707 20,725

リース資産（純額） 6,902 5,146

建設仮勘定 865 1,161

その他（純額） 4,523 4,494

有形固定資産合計 114,443 109,021

無形固定資産   

のれん 522 729

リース資産 614 533

その他 742 672

無形固定資産合計 1,880 1,935

投資その他の資産   

投資有価証券 8,038 6,985

長期貸付金 16,590 15,050

敷金及び保証金 24,288 25,863

繰延税金資産 7,042 5,860

その他 5,831 5,432

貸倒引当金 △214 △190

投資その他の資産合計 61,576 59,001

固定資産合計 177,900 169,958

繰延資産 0 1

資産合計 333,563 295,209
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 88,105 48,414

短期借入金 33,420 57,484

リース債務 728 524

未払法人税等 9,738 8,140

前受金 17,376 8,959

賞与引当金 1,669 3,022

ポイント引当金 73 71

1年内償還予定の社債 140 60

その他 12,532 11,581

流動負債合計 163,783 138,258

固定負債   

社債 － 110

長期借入金 18,763 25,478

リース債務 7,476 5,651

退職給付引当金 2,776 2,569

役員退職慰労引当金 898 848

商品保証引当金 4,924 4,101

資産除去債務 1,699 －

負ののれん 883 1,434

その他 2,925 3,351

固定負債合計 40,348 43,547

負債合計 204,131 181,805

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 80,878 61,160

自己株式 △10,582 △6,917

株主資本合計 128,145 112,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △174 67

評価・換算差額等合計 △174 67

新株予約権 1,332 1,035

少数株主持分 128 208

純資産合計 129,432 113,403

負債純資産合計 333,563 295,209
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 474,663 595,114

売上原価 372,471 461,563

売上総利益 102,191 133,550

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 9,279 10,762

商品保証引当金繰入額 1,054 1,793

給料及び手当 24,982 27,830

賞与引当金繰入額 1,367 1,669

退職給付費用 671 854

役員退職慰労引当金繰入額 95 66

消耗品費 2,185 2,251

減価償却費 6,996 7,947

地代家賃 12,482 13,997

租税公課 2,316 2,607

のれん償却額 632 206

その他 25,917 31,593

販売費及び一般管理費合計 87,979 101,580

営業利益 14,212 31,970

営業外収益   

仕入割引 4,371 5,471

負ののれん償却額 541 535

その他 1,659 1,577

営業外収益合計 6,572 7,583

営業外費用   

支払利息 743 679

閉鎖店舗関連費用 402 356

その他 249 229

営業外費用合計 1,395 1,266

経常利益 19,389 38,288

特別利益   

賃貸契約解約益 67 23

子会社株式売却益 － 18

特別利益合計 67 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 276 493

固定資産除却損 135 80

有価証券評価損 121 14

その他 172 151

特別損失合計 706 2,113

税金等調整前四半期純利益 18,750 36,216

法人税、住民税及び事業税 6,637 15,287

法人税等調整額 1,315 △237

法人税等合計 7,952 15,049

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,166

少数株主利益 10 5

四半期純利益 10,787 21,160

株式会社ケーズホールディングス(８２８２) 平成23年3月期第3四半期決算短信

- 8 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 18,750 36,216

減価償却費 7,302 8,211

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,295 △1,353

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7 206

受取利息及び受取配当金 △347 △436

支払利息 743 679

売上債権の増減額（△は増加） △7,112 △147

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,661 △27,491

仕入債務の増減額（△は減少） 32,352 39,690

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） － 8,418

その他 1,249 2,753

小計 38,974 68,121

利息及び配当金の受取額 122 161

利息の支払額 △731 △650

法人税等の支払額 △7,532 △13,564

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,833 54,067

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 △18,220 △11,523

有形固定資産の売却による収入 262 246

投資有価証券の取得による支出 △4,605 △4,393

投資有価証券の売却による収入 3,829 3,278

貸付けによる支出 △2,913 △3,150

貸付金の回収による収入 1,200 1,364

敷金及び保証金の差入による支出 △2,780 △2,002

敷金及び保証金の回収による収入 851 2,249

その他 149 △53

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,225 △13,983

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） △8,212 △25,170

長期借入れによる収入 12,800 3,000

長期借入金の返済による支出 △9,888 △8,608

自己株式の取得による支出 △6 △3,921

自己株式の処分による収入 1,707 213

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 △355 △634

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,022 △36,554

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,585 3,519

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 10,843 11,957
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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３四半期末までの変動額           

  自己株式の取得（注）1 - - -  △3,924  △3,924

  自己株式の処分 -  △0 -  259  258

  資本剰余金から利益剰余金への振替  -  0  △0 - - 

  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 - -  21,160 -  21,160

当第３四半期末までの変動合計額 - -  19,717  △3,664  16,052

当第３四半期末残高   12,987  44,862  80,878  △10,582  128,145

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３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％）

音響商品     

オーディオ  2,754  101.1

ポータブルオーディオ  12,597  119.1

その他  1,851  106.9

小計  17,204  114.4

映像商品     

カラーテレビ  151,250  152.8

ビデオ及びビデオカメラ  6,016  102.6

ＤＶＤ  29,017  126.7

その他  10,558  119.9

小計  196,842  144.1

情報機器     

パソコン  74,268  113.1

携帯電話  33,986  107.7

その他  28,389  106.0

小計  136,644  110.2

家庭電化商品     

冷蔵庫  39,418  122.9

洗濯機  21,847  110.5

クリーナー  10,589  119.4

電子レンジ  6,223  112.0

調理家電  19,447  113.3

理美容・健康器具  17,053  120.0

その他  15,212  104.0

小計  129,792  115.6

季節商品     

エアコン  49,871  146.8

電気暖房機  5,559  106.2

石油ガス暖房機  4,504  114.7

その他  4,526  138.0

小計  64,462  138.9

その他     

ソフト等  9,166  99.2

その他  41,001  131.6

小計  50,168  124.2

合計  595,114  125.4
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