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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 385,035 7.9 22,061 41.7 26,070 34.3 15,550 55.7
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

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 15,335百万円 （58.4％） 23年3月期第2四半期 9,683百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 286.07 282.02
23年3月期第2四半期 176.30 175.61

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

24年3月期第2四半期 314,128 142,621 45.1 2,582.46
23年3月期 314,464 127,088 39.9 2,333.88
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  141,551百万円 23年3月期  125,572百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
24年3月期 ― 30.00
24年3月期（予想） ― 30.00 60.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 800,000 3.8 42,500 3.8 50,000 1.3 29,000 23.9 533.47



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期連結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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績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」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 61,026,739 株 23年3月期 61,026,739 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 6,213,993 株 23年3月期 7,222,653 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 54,360,647 株 23年3月期2Q 56,647,263 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、震災の復興に伴いサプライチェーンの回復や、個人消費の持ち

直しの動きがみられたものの、福島第一原発事故に端を発した全国規模の電力不足の懸念や被災地の復興に遅れが出

ていることに加え、海外での財政や景気不安の影響により株式市場が低迷を続けるなど先行きは依然厳しい状況であ

ります。  

 当家電販売業界におきましては、平成23年７月24日のアナログ放送終了に伴うテレビの駆け込み需要、及び電力不

足による節電意識の高まりから映像商品や省エネ性能に優れた商品の需要が促進されました。  

 また、ノートパソコンよりも軽く、直接画面に触れて操作ができるタブレット端末や、従来の携帯電話よりも多く

の情報を扱うことができるスマートフォンなどの情報通信端末の需要も急速に高まりました。  

 このような状況の中で、当社は「がんばらない（＝無理をしない）」経営を標榜し、「新製品が安いケーズデン

キ」をスローガンに掲げ、お客様に伝わる「本当の親切」を実行すべく、その場で安さを実感していただける「現金

値引」や、買う時も買った後も安心していただける「あんしんパスポート」の加入促進などお客様の立場にたったサ

ービスを提供する等、積極的な営業活動を展開してまいりました。  

 それらの結果、前年に続き日経ビジネス誌による調査「2011年アフターサービスランキング家電量販部門」で２年

連続の第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、アナログ放送終了に伴うテレビやブルーレイレコーダー等の映像商品の駆け込み需要が

あったことに加え、省エネ志向による冷蔵庫を中心とした家庭電化商品や節電意識の高まりからＬＥＤ電球や扇風機

等の節電対策商品が好調に推移したこと等により売上高は前年を上回りました。 

 また、販売費及び一般管理費につきましては政府の電力需給対策への取組みとして節電を強化したことで水道光熱

費が抑制された他、その他の経費につきましても効率的な運用が図られたことにより営業利益、経常利益、純利益と

も前年を大幅に上回る結果となりました。 

 出店状況につきましては、下表のとおり直営店15店を開設して更なる店舗網の強化を図り、また、5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。 

 また、９月20日にＦＣの株式会社アリデン（本社：和歌山県御坊市）が株式交換により子会社になったことから営

業店舗３店が直営店となりました。 

 これらにより、当第２四半期末の店舗数は368店(直営店359店、FC店９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）。  

なお、東日本大震災の影響で営業を停止しておりました店舗は、９月23日をもってすべて営業再開いたしました。  

以上の結果、売上高 百万円（前年同期比107.9％）、営業利益 百万円(前年同期比141.7％)、経常利

益 百万円(前年同期比134.3％)、四半期純利益 百万円(前年同期比155.7％)となりました。 

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3店舗 閉店1店舗) 

群 馬 県：富岡店(6月) 

千 葉 県：市原五井店(7月) 

埼 玉 県：幸手店(9月) 

  

千 葉 県：市原パワフル館(7月)  

●子会社     

株式会社ギガス  

（開店1店舗） 
静 岡 県：御前崎店(7月)     

株式会社関西ケーズデンキ 

（開店4店舗） 

滋 賀 県：水口店(4月) 

福 井 県：越前店(5月) 

兵 庫 県：三田ウッディタウン店(7月)

大 阪 府：岸和田和泉インター店(7月)

  

株式会社ビッグ・エス 

（開店2店舗 閉店1店舗） 

愛 媛 県：西条店(4月) 

香 川 県：観音寺店(6月) 
愛 媛 県：西条店(4月) 

  

株式会社北越ケーズ 

（開店3店舗) 

富 山 県：魚津店(6月) 

石 川 県：小松店(6月) 

長 野 県：上田店(9月)  

  

株式会社九州ケーズデンキ  

（開店1店舗） 
鹿児島県：志布志店(7月)  

  

株式会社デンコードー  

（開店1店舗 閉店3店舗）  

  

岩 手 県：盛岡南店(7月) 

  

岩 手 県：一関店(4月) 

岩 手 県：盛岡南店(7月) 

宮 城 県：大河原パワフル館(9月)

合 計  15店舗      5店舗  

3,850億35 220億61

260億70 155億50
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比 億 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 億 百万円減少し 百万円に、また固定資産が 億 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、エコポイント制度が終了したことや地上デジタル放送への切り替えが完了したこと

に伴い、受取手形及び売掛金が 億 百万円、商品が 億 百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

 固定資産増加の主な要因は、店舗の新規出店に伴い有形固定資産が 億 百万円、長期貸付金が 億 百万円増

加したこと等によるものです。 

  

②負債 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比 億 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 億 百万円減少し 百万円に、また固定負債は 億 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、買掛金が 億 百万円、未払法人税等が 億 百万円、前受金が 億 百万円、災

害損失引当金が 億円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、長期借入金が 億 百万円減少したこと等によるものです。 

  

③純資産 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、利益剰余金が 億 百万円増加、及び自己株式の処分により

億 百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比 億 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45.1％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 億 百

万円減少して 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、売上債権の減少額 百

万円で得た資金により、災害損失引当金の減少額 億円、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 百万円を支

出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、自己株式の処分による収入 百万円がありましたが、長期

借入金の返済による支出 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）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月16日に公表いたしました連結業績予想からの修正は行っておりません。   

3 36 3,141億28

79 77 1,272億93 76 40

1,868億34

35 99 18 42

47 62 14 76

158 69 1,715億6

115 13 1,225億85 43 55

489億20

32 2 37 71 38 12

27

56 83

131 29 21

17 155 32 1,426億21

20 23

79億19

116億57 138億54

262億94 56億16 35億99

27 32億2 38億12

142億50

120億36 109億32

91億57 25億8

16億56 48億12

79億75 22億23

87億93 24億14

㈱ケーズホールディングス(8282)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 3 -



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更） 

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６

月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月

30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用

しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプシ

ョンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額

のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益の金額は、適用後と同額であります。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,943 7,919

受取手形及び売掛金 17,081 13,481

商品 99,081 97,239

貯蔵品 116 141

繰延税金資産 3,287 2,692

その他 5,760 5,820

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 135,270 127,293

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 78,832 81,517

土地 22,580 22,399

リース資産（純額） 7,698 9,012

建設仮勘定 1,557 2,516

その他（純額） 4,708 4,692

有形固定資産合計 115,377 120,139

無形固定資産   

のれん 493 352

リース資産 833 916

その他 893 900

無形固定資産合計 2,220 2,169

投資その他の資産   

投資有価証券 7,690 8,404

長期貸付金 16,932 18,409

敷金及び保証金 24,511 24,616

繰延税金資産 6,797 7,334

その他 5,871 5,909

貸倒引当金 △207 △148

投資その他の資産合計 61,596 64,525

固定資産合計 179,193 186,834

繰延資産 0 0

資産合計 314,464 314,128
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,817 37,615

短期借入金 52,047 56,911

リース債務 896 1,054

未払法人税等 14,431 10,659

前受金 6,552 2,740

賞与引当金 3,204 3,309

ポイント引当金 75 80

1年内償還予定の社債 110 －

災害損失引当金 3,449 748

その他 12,514 9,464

流動負債合計 134,099 122,585

固定負債   

長期借入金 30,017 24,334

リース債務 8,412 9,810

退職給付引当金 2,864 2,975

役員退職慰労引当金 913 879

商品保証引当金 5,978 6,352

資産除去債務 1,729 1,821

負ののれん 706 353

その他 2,654 2,395

固定負債合計 53,276 48,920

負債合計 187,376 171,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,987 12,987

資本剰余金 44,862 45,818

利益剰余金 83,098 96,227

自己株式 △15,179 △13,062

株主資本合計 125,769 141,971

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △197 △419

その他の包括利益累計額合計 △197 △419

新株予約権 1,384 930

少数株主持分 132 138

純資産合計 127,088 142,621

負債純資産合計 314,464 314,128
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 356,732 385,035

売上原価 276,614 295,093

売上総利益 80,117 89,941

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 6,769 7,179

商品保証引当金繰入額 1,253 1,194

給料及び手当 15,898 17,053

賞与引当金繰入額 3,124 3,309

退職給付費用 564 562

役員退職慰労引当金繰入額 55 39

消耗品費 1,314 1,252

減価償却費 5,152 5,476

地代家賃 9,199 9,802

租税公課 1,656 1,836

のれん償却額 137 141

その他 19,420 20,031

販売費及び一般管理費合計 64,547 67,879

営業利益 15,569 22,061

営業外収益   

仕入割引 3,406 3,580

負ののれん償却額 358 353

その他 954 1,090

営業外収益合計 4,719 5,024

営業外費用   

支払利息 469 440

閉鎖店舗関連費用 234 281

その他 174 295

営業外費用合計 878 1,016

経常利益 19,411 26,070

特別利益   

受取保険金 － 423

新株予約権戻入益 － 189

賃貸契約解約益 23 56

子会社株式売却益 18 －

特別利益合計 41 669

特別損失   

賃貸契約解約変更損 15 146

災害による損失 － 133

減損損失 459 57

有価証券評価損 5 42

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,373 －

その他 123 64

特別損失合計 1,976 445
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

税金等調整前四半期純利益 17,476 26,294

法人税、住民税及び事業税 8,196 10,533

法人税等調整額 △709 203

法人税等合計 7,486 10,736

少数株主損益調整前四半期純利益 9,989 15,557

少数株主利益 2 6

四半期純利益 9,986 15,550

㈱ケーズホールディングス(8282)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,989 15,557

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △305 △222

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △305 △222

四半期包括利益 9,683 15,335

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,681 15,328

少数株主に係る四半期包括利益 2 7
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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 17,476 26,294

減価償却費 5,331 5,616

賞与引当金の増減額（△は減少） 112 104

退職給付引当金の増減額（△は減少） 100 110

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △2,700

受取利息及び受取配当金 △274 △320

支払利息 469 440

売上債権の増減額（△は増加） 5,551 3,599

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,193 1,818

仕入債務の増減額（△は減少） △6,436 △3,202

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 △3,812

その他 △260 △2,169

小計 22,172 25,778

保険金の受取額 － 423

利息及び配当金の受取額 105 136

利息の支払額 △461 △430

法人税等の支払額 △7,962 △14,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,854 11,657

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 △8,604 △9,157

有形固定資産の売却による収入 69 198

投資有価証券の取得による支出 △2,731 △2,366

投資有価証券の売却による収入 1,718 1,431

貸付けによる支出 △2,454 △2,508

貸付金の回収による収入 910 890

敷金及び保証金の差入による支出 △1,700 △880

敷金及び保証金の回収による収入 1,922 399

その他 △62 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,932 △12,036

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） 3,780 7,975

長期借入れによる収入 3,000 －

長期借入金の返済による支出 △5,856 △8,793

自己株式の取得による支出 △3,918 △8

自己株式の処分による収入 39 2,223

配当金の支払額 △1,433 △2,414

その他 △423 △638

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,812 △1,656

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,888 △2,023

現金及び現金同等物の期首残高 8,437 9,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,549 7,919
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 該当事項はありません。  

  

  

（単位：百万円）

（注）平成23年６月29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。 

   

 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）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

前連結会計年度末残高  12,987  44,862  83,098  △15,179  125,769

当第２四半期連結会計期間末までの変動額           

  自己株式の取得 - - -  △10  △10

  自己株式の処分 -  955 -  2,127  3,083

 剰余金の配当（注） - -  △2,421 -  △2,421

 四半期純利益 - -  15,550 -  15,550

当第２四半期連結会計期間末までの変動合計額 -  955  13,129  2,117  16,202

当第２四半期連結会計期間末残高  12,987  45,818  96,227  △13,062  141,971

（６）重要な後発事象
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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23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 
前年同四半期比（％） 

音響商品  10,973  104.5

映像商品     

テレビ  73,219  98.2

ブルーレイ・ＤＶＤ  21,191  135.4

その他  10,796  104.7

小計  105,207  104.6

情報商品     

パソコン・情報機器  26,569  98.3

パソコン周辺機器  22,884  107.0

携帯電話  25,544  116.2

その他  17,750  103.0

小計  92,749  105.8

家庭電化商品     

冷蔵庫  28,170  104.9

洗濯機  16,697  114.3

クリーナー  8,285  122.6

調理家電  17,693  114.1

理美容・健康器具  11,835  108.2

その他  10,274  121.4

小計  92,957  111.8

季節商品     

エアコン  41,789  105.7

その他  6,788  153.2

小計  48,578  110.5

その他  34,568  111.7

合計  385,035  107.9
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