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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 68,056 △31.5 △2,600 ― △2,629 ― △11,690 ―
24年3月期第1四半期 99,346 7.2 2,260 503.1 2,658 ― 1,588 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △11,727百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 1,516百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △284.76 ―
24年3月期第1四半期 40.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 184,645 53,421 28.9
24年3月期 164,814 51,381 31.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  53,421百万円 24年3月期  51,381百万円

2.  配当の状況 

 当社は、株主の皆様に対する配当の安定性と継続性を最優先とすることとしており、その基本的な考えに変わりはありません。また、当社では平成24年７
月17日に公表いたしました「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、平成24年８月29日開催予定の臨時株主総会の承認を条件として
決算期を３月から８月へ変更する予定となっております。これに伴いまして平成25年３月期の配当予想を公表し続けることは適当でないと考え、配当予想を
「未定」とさせて頂きます。 
 当社といたしましては、現時点において平成24年８月31日を基準日とし、1株あたり４円16銭の配当を検討しております。今後、配当予定が決まり次第速
やかに開示いたします。 

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

24年3月期 ― 5.00 ― 9.00 14.00
25年3月期 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 平成24年７月17日に公表いたしました「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、平成24年８月29日開催予定の臨時株主総会の承認
を条件として決算期を３月から８月へ変更する予定となっております。これに伴いまして決算期変更後の本会計年度につきましては、５か月間（平成24年４
月１日～平成24年８月31日）の変則決算となる可能性があるため、現時点での業績予想は困難であり「未定」とさせていただきます。 
 今後、業績予想が合理的に算出可能となった時点で速やかに開示いたします。 



(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  ：  有  

(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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に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、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。なお、業績予想に関する事項は、３ページ（３）連結業
績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 77,912,716 株 24年3月期 38,912,716 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 591 株 24年3月期 591 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 41,054,982 株 24年3月期1Q 38,912,125 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、震災の復興需要や個人消費が堅調に推移したこともあっ

て緩やかな回復の兆しがみられましたが、欧州債務問題や円高の長期化により景気の先行きは引き続き不透明な

状況にあります。 

こうした中、当家電販売業界では、昨年の地デジ移行後の想定以上の単価下落や反動減により引き続きテレビ

やレコーダー等の映像商品が低調に推移しました。エアコン等の季節商品も昨年が暑さの到来が早かったことや

節電意識の高まりによる需要増があったことの反動を受けて前年を下回りました。一方、スマートフォン（関連

商品を含む）やＬＥＤ関連の照明器具は好調に推移しました。 

  今後ますます激化していくと見込まれる家電量販業界の競争環境の下で、競争力向上を目的として、平成24年

５月11日に株式会社ビックカメラと資本業務提携契約（以下、「本契約」といいます。）を締結し、同社に対す

る第三者割当による新株式発行を実施いたしました。本契約の業務提携に盛り込まれております商品仕入面での

連携、店舗開発、店舗運営ノウハウ及び店舗マネジメント並びに販売促進の連携などを早期に実効を上げるべく

両社で取り組んでおります。 

  当社グループでは、お客様視点に立った販売を最重視することを主旨とする「『販買力』なくして成長なし」

というスローガンの下、お客様との対話徹底による「生活提案力」の向上を目指して、接客重視の販売体制の構

築に取り組んでおります。本社、店舗一体となって「現場力の徹底」を図り、問題解決力の向上を目指しており

ます。 

  営業面では、法人取引の強化並びにネット・通信販売の受注拡大に対応する「法人・通販部門」及び成長分野

でありますリフォーム・太陽光・オール電化を推進する「住設部門」を設置し、営業推進体制の一層の充実を図

りました。また、全国の店舗を15ブロックに分け、専任のブロックマネージャーを配置し、店舗営業力の強化に

努めました。 

  店舗政策といたしましては、大阪府寝屋川市のNEW寝屋川店など３店舗を閉鎖したことから、当第１四半期連結

会計期間末での店舗数は205店舗となりました。 

  以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は680億56百万円（前年同期比31.5％減）、営業損失は

26億円（前年同期は営業利益22億60百万円）、経常損失は26億29百万円（前年同期は経常利益26億58百万円）、

店舗閉鎖損失引当金繰入額を157億70百万円計上したことにより四半期純損失は116億90百万円（前年同期は四半

期純利益15億88百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比して198億31百万円増加し、1,846億45百万

円となりました。その内訳は、流動資産が213億75百万円増加して1,114億35百万円に、固定資産については15億

44百万円減少して732億10百万円となりました。 

 流動資産の増加は、受取手形及び売掛金が12億65百万円減少したものの、現金及び預金が53億25百万円、商品

が107億35百万円、繰延税金資産が69億44百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

 固定資産の減少は、主に投資その他の資産が14億43百万円、無形固定資産が93百万円それぞれ減少したことに

よるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比して177億90百万円増加し、1,312億23百万

円となりました。その内訳は、流動負債が104億５百万円増加して815億71百万円に、固定負債についても73億85

百万円増加して496億52百万円となりました。 

 流動負債の増加は、１年内返済予定の長期借入金が15億24百万円減少したものの、短期借入金が15億30百万

円、買掛金が30億77百万円、店舗閉鎖損失引当金が67億54百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

 固定負債の増加は、長期借入金が８億52百万円、ポイント引当金が１億73百万円それぞれ減少したものの、店

舗閉鎖損失引当金が89億68百万円増加したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比して20億40百万円増加し、534億21百万円

となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年７月17日に公表いたしました「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、平成24年

８月29日開催予定の臨時株主総会の承認を条件として決算期を３月から８月へ変更する予定となっております。

これに伴いまして決算期変更後の本会計年度につきましては、５か月間（平成24年４月１日～平成24年８月31

日）の変則決算となる可能性があるため、現時点での業績予想は困難であり「未定」とさせていただきます。今

後、業績予想が合理的に算出可能となった時点で速やかに開示いたします。 

   

（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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期当

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これに伴う、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽

微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,697 23,022

受取手形及び売掛金 15,274 14,009

商品 49,798 60,533

貯蔵品 295 282

繰延税金資産 779 7,724

その他 6,333 5,994

貸倒引当金 △118 △132

流動資産合計 90,059 111,435

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,153 25,359

土地 10,870 10,824

その他（純額） 2,813 2,645

有形固定資産合計 38,836 38,829

無形固定資産   

その他 2,316 2,222

無形固定資産合計 2,316 2,222

投資その他の資産   

投資有価証券 450 414

差入保証金 24,428 23,145

繰延税金資産 4,980 4,980

その他 3,763 3,663

貸倒引当金 △20 △44

投資その他の資産合計 33,601 32,158

固定資産合計 74,755 73,210

資産合計 164,814 184,645
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,604 22,682

短期借入金 32,220 33,750

1年内返済予定の長期借入金 7,436 5,911

未払法人税等 1 115

店舗閉鎖損失引当金 642 7,396

資産除去債務 40 336

その他 11,220 11,379

流動負債合計 71,166 81,571

固定負債   

長期借入金 28,922 28,070

ポイント引当金 2,268 2,095

商品保証引当金 － 130

退職給付引当金 25 28

役員退職慰労引当金 300 156

店舗閉鎖損失引当金 352 9,320

資産除去債務 4,852 4,735

その他 5,545 5,114

固定負債合計 42,266 49,652

負債合計 113,433 131,223

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,916 25,975

資本剰余金 20,940 27,999

利益剰余金 11,527 △513

自己株式 △0 △0

株主資本合計 51,383 53,460

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1 △38

その他の包括利益累計額合計 △1 △38

純資産合計 51,381 53,421

負債純資産合計 164,814 184,645
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 99,346 68,056

売上原価 77,216 52,850

売上総利益 22,129 15,206

販売費及び一般管理費 19,868 17,807

営業利益又は営業損失（△） 2,260 △2,600

営業外収益   

受取利息 42 38

受取配当金 6 5

販促協賛金 795 337

その他 78 127

営業外収益合計 923 509

営業外費用   

支払利息 335 305

支払手数料 171 202

その他 19 29

営業外費用合計 526 537

経常利益又は経常損失（△） 2,658 △2,629

特別利益   

固定資産売却益 114 6

収用補償金 － 5

特別利益合計 114 12

特別損失   

投資有価証券評価損 3 －

固定資産売却損 34 9

固定資産除却損 11 15

減損損失 － 161

賃貸借契約解約損 5 11

リース解約損 － 1

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 15,770

特別損失合計 55 15,970

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,717 △18,588

法人税等 1,128 △6,897

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,588 △11,690

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,588 △11,690
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,588 △11,690

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △72 △36

その他の包括利益合計 △72 △36

四半期包括利益 1,516 △11,727

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,516 △11,727

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。   

    

 当社は、平成24年６月26日付で、株式会社ビックカメラから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第１四半期連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ7,059百万円増加し、当第１四半期連結会計

期間末において資本金が25,975百万円、資本剰余金が27,999百万円となっております。 

   

  当社グループの報告セグメントは単一（家電品販売業部門）であり、セグメント情報の重要性が乏しいため、記

載を省略しております。 

   

（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

（６）セグメント情報等
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