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(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第１四半期の業績（平成26年１月１日～平成26年３月31日）

（１）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12月期第１四半期 15,863 18.3 619 ― 675 ― 412 244.1

25年12月期第１四半期 13,407 △0.7 △146 ― △98 ― 119 102.8
　

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12月期第１四半期 22.25 ―

25年12月期第１四半期 6.47 ―
　

　

（２）財政状態

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

26年12月期第１四半期 52,486 34,946 66.6 1,885.38

25年12月期 47,657 36,250 76.1 1,955.71
(参考) 自己資本 26年12月期第１四半期 34,946百万円 25年12月期 36,250百万円

　

２．配当の状況

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12月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

26年12月期 ―

26年12月期(予想) 0.00 ― 40.00 40.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

　

３．平成26年12月期の業績予想（平成26年１月１日～平成26年12月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 29,572 3.9 539 △0.7 651 △2.0 379 △32.2 20.45

通期 58,500 4.0 1,224 45.2 1,374 36.9 800 △6.5 43.19
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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
　　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年12月期１Ｑ 19,400,000株 25年12月期 19,400,000株

② 期末自己株式数 26年12月期１Ｑ 864,434株 25年12月期 864,414株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期１Ｑ 18,535,571株 25年12月期１Ｑ 18,535,586株
　
　

※ 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実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づき作成され
たものであり、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、添付
資料３ページをご参照ください。
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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

当第１四半期累計期間は、景気が緩やかに回復する中、個人消費においては、消費税率引き上げに伴う駆け込み

需要が強まりました。

このような環境のもと、当社では、前期までに整備した新しいビジネスモデルの基盤の上に立ち、中期的な観点

でのブランドイメージの再構築とともに、足元での増税前駆け込み需要の取り込みを含めた諸施策に取り組みまし

た。

ブランドイメージの再構築につきましては、買い替え需要取り込みのボトルネックともなっていた「気軽に利用

しにくい」イメージを修正し、当社が消費者にとって親和性を持つ身近な存在として認知していただけるよう積極

的な広告活動を行いました。耐久消費財としての家具・インテリアに対する価値観の醸成や、店舗内を見せること

による来店に対する心理的障壁の軽減を企図したものなど複数の新しいテレビＣＭを展開。また、消費者とのコミ

ュニケーションにおいて重要なウェブサイトでは、スマートフォンページの拡充とともに、インテリア相談のため

の来店予約を促すオンラインツーオフライン施策にも着手しました。

さらに、前下期に積極的に中途採用した営業人員の戦力化や、新販売管理システムの導入による営業支援体制の

強化を図るとともに、受注の前倒しを目的としたキャンペーンの実施等、増税前駆け込み需要獲得に注力いたしま

した。

以上の結果、２月の大雪によるマイナスの影響は大きかったものの、増税前の諸施策の効果もあり、売上高は158

億63百万円(前年同期比18.3％増)となりました。主な内訳は、店舗は155億90百万円(前年同期比18.0％増)、コント

ラクトが２億57百万円(前年同期比48.1％増)となっております。

売上総利益は88億15百万円(前年同期比18.6％増)となりました。販売費及び一般管理費は、増税前駆け込み需要

に向けた広告宣伝・販売促進費の積極投下により81億96百万円(前年同期比8.1％増)、営業利益は６億19百万円(前

年同期は１億46百万円の損失)、経常利益は６億75百万円(前年同期は98百万円の損失)、四半期純利益は４億12百万

円(前年同期比244.1％増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

① 資産

当第１四半期会計期間末における総資産は524億86百万円となり、前事業年度末と比較して48億28百万円(10.1

％)の増加となりました。

これは主に、現金及び預金の増加19億16百万円、受取手形及び売掛金の増加39億13百万円、商品の増加２億46

百万円、投資有価証券の減少15億５百万円によるものです。

② 負債

当第１四半期会計期間末における負債は175億39百万円となり、前事業年度末と比較して61億32百万円(53.8

％)の増加となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の増加12億75百万円、未払法人税等の増加２億９百万円、前受金の増加46億

75百万円、賞与引当金の増加３億６百万円によるものです。

③ 純資産

当第１四半期会計期間末における純資産は349億46百万円となり、前事業年度末と比較して13億３百万円(3.6

％)の減少となりました。

これは主に、四半期純利益による利益剰余金の増加４億12百万円、配当による利益剰余金の減少７億41百万

円、その他有価証券評価差額金の減少９億74百万円によるものです。

自己資本比率は前事業年度末と比較して9.5ポイント低下し66.6％となりました。
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(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年12月期の業績予想につきましては、平成26年２月14日公表の「平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕

(非連結)」から変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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

該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,431,413 9,348,142

受取手形及び売掛金 3,242,052 7,155,298

商品 14,801,988 15,048,668

その他 1,121,640 1,296,932

貸倒引当金 △2,020 △4,480

流動資産合計 26,595,075 32,844,562

固定資産

有形固定資産 2,855,438 2,828,927

無形固定資産 120,543 257,389

投資その他の資産

投資有価証券 11,767,199 10,261,485

差入保証金 6,127,334 6,098,564

その他 193,318 196,709

貸倒引当金 △1,600 △1,600

投資その他の資産合計 18,086,252 16,555,159

固定資産合計 21,062,233 19,641,476

資産合計 47,657,309 52,486,038

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,587,941 4,863,407

未払法人税等 202,812 412,303

前受金 2,222,846 6,898,603

賞与引当金 88,058 395,030

販売促進引当金 33,909 34,867

その他 2,297,947 2,541,463

流動負債合計 8,433,515 15,145,675

固定負債

役員退職慰労引当金 481,434 468,677

資産除去債務 348,099 349,821

その他 2,143,960 1,575,277

固定負債合計 2,973,494 2,393,776

負債合計 11,407,010 17,539,452

純資産の部

株主資本

資本金 1,080,000 1,080,000

資本剰余金 3,690,470 3,690,470

利益剰余金 28,259,122 27,930,202

自己株式 △800,855 △800,876

株主資本合計 32,228,737 31,899,796

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,021,562 3,046,789

評価・換算差額等合計 4,021,562 3,046,789

純資産合計 36,250,299 34,946,586

負債純資産合計 47,657,309 52,486,038

決算短信 （宝印刷）  2014年04月29日 11時33分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



㈱大塚家具（8186） 平成26年12月期 第１四半期決算短信（非連結）

－ 5 －

(2) 四半期損益計算書

(第１四半期累計期間)

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年３月31日)

売上高 13,407,652 15,863,554

売上原価 5,975,835 7,047,638

売上総利益 7,431,817 8,815,915

販売費及び一般管理費 7,578,686 8,196,215

営業利益又は営業損失（△） △146,868 619,700

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 1,465 1,665

保険配当金 45,545 49,581

その他 4,428 5,222

営業外収益合計 51,440 56,469

営業外費用

固定資産除却損 1,439 0

保証金支払利息 651 481

為替差損 561 ―

その他 115 188

営業外費用合計 2,767 669

経常利益又は経常損失（△） △98,195 675,500

特別利益

受取和解金 310,500 ―

特別利益合計 310,500 ―

税引前四半期純利益 212,304 675,500

法人税、住民税及び事業税 37,048 383,995

法人税等調整額 55,392 △120,997

法人税等合計 92,440 262,997

四半期純利益 119,864 412,503
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(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

当社の報告セグメントは、家具販売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略し

ております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

４．補足情報

(1) 商品分類別売上高

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

前 年 同 期 比
(％)

金額(千円) 金額(千円)

家具

　収納家具 288,525 316,005 109.5

　和家具 54,084 65,895 121.8

　応接 2,790,337 3,440,303 123.3

　リビングボード 733,896 842,547 114.8

　学習・事務 828,346 852,790 103.0

　ダイニング 2,631,826 3,154,657 119.9

　ジュータン・カーテン 1,195,061 1,272,544 106.5

　寝具 3,654,188 4,375,509 119.7

　電気・住器 515,344 584,290 113.4

　単品 378,621 467,582 123.5

　リトグラフ・絵画 4,660 9,935 213.2

　その他 318,003 466,629 146.7

売上高 13,392,896 15,848,690 118.3

不動産賃貸収入 14,756 14,863 100.7

合計 13,407,652 15,863,554 118.3

(2) 店舗、コントラクトその他売上高

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

前 年 同 期 比
(％)

金額(千円) 金額(千円)

店舗 13,217,899 15,590,758 118.0

コントラクト 173,771 257,341 148.1

その他 15,981 15,454 96.7

合計 13,407,652 15,863,554 118.3
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