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1.  平成26年8月期第1四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成25年11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 ％

26年8月期第1四半期 55,452 △12.4 △1,702 ― △1,243 ― △1,346 ―
25年8月期第1四半期 63,322 ― △1,806 ― △2,218 ― △1,567 ―

（注）包括利益 26年8月期第1四半期 △1,144百万円 （―％） 25年8月期第1四半期 △1,313百万円 （―％）

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

26年8月期第1四半期 △17.28 ―
25年8月期第1四半期 △20.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第1四半期 146,987 40,496 27.6
25年8月期 134,560 41,641 30.9
（参考） 自己資本   26年8月期第1四半期  40,496百万円 25年8月期  41,641百万円

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

25年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年8月期 ―
26年8月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 132,660 △4.1 350 ― △114 ― △171 ― △2.19
通期 258,920 △8.2 2,380 ― 1,984 ― 1,035 ― 13.28



(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）連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明をご覧ください。 

※  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   ：  無
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） 26年8月期1Q 77,912,716 株 25年8月期 77,912,716 株
② 期末自己株式数 26年8月期1Q 621 株 25年8月期 621 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期1Q 77,912,095 株 25年8月期1Q 77,912,125 株
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当第１四半期連結累計期間（平成25年９月１日から平成25年11月30日まで）におけるわが国経済は、

企業収益の改善や設備投資の持ち直しの動きが見られるとともに、消費マインドや雇用情勢の改善もあ

り、個人消費は持ち直しております。また、海外景気については弱い回復が続いているものの、底堅さ

が増しております。  

当家電小売業界におきましては、電気料金の値上げや住宅着工数の増加等により、家庭電化商品を中

心に節電・省エネ性能の高い商品が好調、またデジタル一眼、タブレット端末等も好調に推移いたしま

した。テレビにつきましても、大画面・高画質化への流れを受けて底堅く推移しましたが、ブルーレイ

ディスクレコーダーやオーディオ等音響映像商品の一部は低調でした。 

このような状況の中、当社グループでは、「お客様第一主義を実践し、最高のサービスをお客様に提

供することで社会に貢献する」のグループ理念のもと、「より豊かな生活を提案する」ことで、地域の

皆様から最も身近に親しまれ必要とされるコジマを目指してまいりました。また、当社グループの持続

的な成長のため株式会社ビックカメラと連携し抜本的な体制変革と業務改革を実施してまいりました。

株式会社ビックカメラとの間では、商品仕入、物流、システム、店舗開発、店舗運営、販売促進の多

方面で連携するとともに、什器・間接資材の共同購入、人材交流等を推進することにより、両社の企業

価値の向上に努めてまいりました。店舗展開につきましては、ビックカメラ流の商品選定及び店内装飾

と展示手法を活用した体験提案型の売場に２社連名の看板を冠した新ブランド店舗として、「コジマ×

ビックカメラ店」を平成25年11月までに17店舗、その後12月に３店舗（前連結会計年度開店の２店舗を

加え12月末現在合計22店舗）を開店しております。  

以上の結果、当連結会計年度の売上高は 554億52百万円（前年同四半期比 12.4％減）、営業損失は

17億２百万円（前年同期比 １億３百万円の損失減）、経常損失は 12億43百万円（前年同期比 ９億74

百万円の損失減）、税金等調整前四半期純損失は 11億38百万円（前年同期比 11億９百万円の損失減）

となりました。法人税等合計を ２億８百万円計上したことにより四半期純損失は 13億46百万円（前年

同期比 ２億21百万円の損失減）となりました。 

  

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 124億26百万円増加し、

1,469億87百万円となりました。その内訳は、流動資産が 116億83百万円増加して 806億61百万円に、

固定資産についても ７億42百万円増加して 663億25百万円となりました。 

流動資産の増加は、現金及び預金が ８億30百万円、繰延税金資産が 15億87百万円それぞれ減少した

ものの、売掛金が 20億48百万円、商品が 102億10百万円、前渡金を含むその他流動資産が 18億53百万

円それぞれ増加したことによるものであります。 

固定資産の増加は、差入保証金が ５億93百万円減少したものの、繰延税金資産が 13億９百万円増加

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負債合計は、前連結会計年度末に比して 135億70百万円増加し、

1,064億90百万円となりました。その内訳は、流動負債が 96億円増加して 902億68百万円に、固定負債

についても 39億70百万円増加して 162億21百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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流動負債の増加は、短期借入金と１年内返済予定の長期借入金を合わせて 49億46百万円、店舗閉鎖

損失引当金が 46億43百万円、未払消費税等を含むその他流動負債が 18億81百万円それぞれ減少したも

のの、買掛金が 215億90百万円増加したことによるものであります。   

固定負債の増加は、主に店舗閉鎖損失引当金が 24億３百万円、資産除去債務が ４億98百万円、長期

リース資産減損勘定を含むその他固定負債が 10億70百万円、それぞれ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 11億44百万円減少し、404

億96百万円となりました。 

  

平成25年10月10日付決算短信発表時に公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績

予想に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,157 14,327

売掛金 10,544 12,593

商品 34,559 44,769

貯蔵品 187 176

繰延税金資産 4,517 2,929

その他 4,137 5,990

貸倒引当金 △127 △126

流動資産合計 68,977 80,661

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,863 14,644

土地 9,946 9,946

その他（純額） 2,133 2,210

有形固定資産合計 26,943 26,801

無形固定資産   

その他 2,719 2,632

無形固定資産合計 2,719 2,632

投資その他の資産   

投資有価証券 1,244 1,556

差入保証金 20,406 19,813

繰延税金資産 10,938 12,247

その他 3,375 3,318

貸倒引当金 △44 △44

投資その他の資産合計 35,921 36,892

固定資産合計 65,583 66,325

資産合計 134,560 146,987

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,107 32,697

短期借入金 ※1  18,900 ※1  40,120

1年内返済予定の長期借入金 26,629 462

未払法人税等 260 87

賞与引当金 238 463

ポイント引当金 1,197 1,170

店舗閉鎖損失引当金 9,101 4,458

資産除去債務 950 407

その他 12,282 10,401

流動負債合計 80,667 90,268
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

固定負債   

長期借入金 254 188

商品保証引当金 1,486 1,671

退職給付引当金 4 2

役員退職慰労引当金 120 －

店舗閉鎖損失引当金 2,781 5,185

資産除去債務 4,089 4,587

その他 3,516 4,587

固定負債合計 12,251 16,221

負債合計 92,919 106,490

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,975 25,975

資本剰余金 23,759 23,759

利益剰余金 △8,605 △9,951

自己株式 △0 △0

株主資本合計 41,128 39,782

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 512 713

その他の包括利益累計額合計 512 713

純資産合計 41,641 40,496

負債純資産合計 134,560 146,987
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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24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 63,322 55,452

売上原価 48,142 41,065

売上総利益 15,179 14,386

販売費及び一般管理費 16,986 16,089

営業損失（△） △1,806 △1,702

営業外収益   

受取利息 36 25

受取配当金 1 －

販促協賛金 216 70

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 1,120

その他 73 14

営業外収益合計 328 1,231

営業外費用   

支払利息 274 198

支払手数料 461 571

その他 3 2

営業外費用合計 739 772

経常損失（△） △2,218 △1,243

特別利益   

固定資産売却益 0 134

特別利益合計 0 134

特別損失   

固定資産売却損 3 7

固定資産除却損 25 21

賃貸借契約解約損 2 －

特別損失合計 30 29

税金等調整前四半期純損失（△） △2,247 △1,138

法人税、住民税及び事業税 60 40

法人税等調整額 △741 167

法人税等合計 △680 208

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,567 △1,346

四半期純損失（△） △1,567 △1,346
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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24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,567 △1,346

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 254 201

その他の包括利益合計 254 201

四半期包括利益 △1,313 △1,144

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,313 △1,144

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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループには，音響映像商品・家庭電化製品・情報通信機器商品等の物品販売業部門以外の重要

なセグメントがないため，セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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