




 
 
（参考）平成29年 3月期の個別業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月 31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 売 上 高 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  ％ 円   銭

通    期 375,000   1.8 7,200  6.8 4,000 7.7 75.78 

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導の各種政策を背景に、引き続き緩

やかな回復基調が続いているものの、為替相場における円高の進行や株価の不安定な動き、中国

経済の減速、英国のＥＵ離脱決定等景気減速が懸念される状況にありました。個人消費において

も消費マインドの悪化や一部に見られる節約志向等から依然として力強さに欠ける状況となって

おり、先行き不透明な状態で推移しました。 

  当家電販売業界におきましては、夏場の猛暑によるエアコン、冷蔵庫、洗濯機等堅調に推移す

る商品もありましたが、テレビ、ブルーレイレコーダー等の映像関連商品をはじめとして調理器

具等は低調に推移しました。また、商環境におきましても、消費マインドの低下による需要の低

迷や競合他社の出店攻勢、ネット販売の拡大基調等は継続され、「店舗・価格・サービス」での企

業間競争はますます激しくなっており、厳しい経営環境は続いております。 

  このような厳しい状況下、５カ年の中期経営計画『ＪＴ- 5000 経営計画』の初年度にあたり、

当グループの経営の基本である『仕事の精度と回転率をあげ すべての生産性を高める！』を担

う『人の力』、「唯一関西資本」「阪神タイガースオフィシャルスポンサー」「安心・安全で信頼出

来るジョーシン」等を活用した『会社の力』、取引先との連携による新製品や注目商品を基本とし

た『商品の力』、環境変化に適応する『時の力』、こうした『四つの力』を 大限に発揮し、同計

画の諸施策にグループ一丸となって取り組んでおります。 

  店舗展開につきましては、店舗力の強化と投資効率の改善を目指して、狭山イオン店（埼玉県）

をはじめ２店舗の出店を行うとともに４店舗を撤収した結果、当第２四半期末の店舗数は223店舗

となりました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,799億96百万円（前年同期比1.0%減）、

営業利益44億82百万円（前年同期比17.2%増）、経常利益44億96百万円（前年同期比18.6%増）、親

会社株主に帰属する四半期純利益28億17百万円（前年同期比19.5%増）となりました。 

 
 

 

 (2) 財政状態に関する説明 
 

  当第２四半期末は前期末に比べ、資産は、流動資産が60億73百万円減少し、固定資産が56億44

百万円増加したため、合計で４億28百万円減少しました。負債は、流動負債が24億67百万円減少

し、固定負債が４百万円減少したため、合計で24億72百万円減少しました。また、純資産は、利

益剰余金の増加等により株主資本が20億36百万円増加し、その他の包括利益累計額が７百万円増

加したため、合計で20億44百万円増加しました。 
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
 

  当第２四半期までの連結業績は、低調に推移する商品群の売上減等により、売上高は計画を若

干下回りましたが、売上総利益率が想定を上回ったことから、営業利益、経常利益、親会社株主

に帰属する四半期純利益はいずれも計画を上回りました。通期の連結業績予想につきましては、

当第２四半期までの実績と、足許の消費動向、消費税率の引き上げ時期の延期等の要因を踏まえ、

売上高3,850億円（前期比2.5%増）、営業利益83億円（前期比5.9%増）、経常利益83億円（前期比

6.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益46億円（前期比5.6%増）に当初予想から修正しており

ます。 
 

 平成29年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成28年４月１日～平成29年３月31日） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に 
帰属する 
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） 410,000 9,700 9,600 5,300 100.38 

今回修正予想（Ｂ） 385,000 8,300 8,300 4,600 87.15 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △25,000 △1,400 △1,300 △700  

増  減  率（％） △6.1 △14.4 △13.5 △13.2  

（ご参考）前期通期実績 

（平成28年3月期） 
375,782 7,838 7,802 4,356 83.13 

 

 
 

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 
 

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 
 

  該当事項はありません。 

 

 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 

 （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年

４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更

しております。 

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

 (4) 追加情報 
 

 （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３

月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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(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）

　　　　該当事項はありません。

　　（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。
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４．補足資料 
 

  品種別連結売上高 

 

品  種  名 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
至 平成28年９月30日) 

増  減 

金 額 
(百万円) 

構成比
(％) 

金 額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金 額 
(百万円) 

増減率
(％) 

家 
 
 
 
 
 
電 

テレビ 11,475 6.3 10,804 6.0 △671 △5.8 

ビデオ及び関連商品 6,366 3.5 5,896 3.3 △470 △7.4 

オーディオ及び関連商品 3,700 2.0 3,427 1.9 △273 △7.4 

冷蔵庫 13,495 7.4 13,636 7.6 141 1.0 

洗濯機・クリーナー 15,648 8.6 15,844 8.8 195 1.2 

電子レンジ・調理器具 8,836 4.9 8,545 4.8 △291 △3.3 

理美容・健康器具 6,955 3.8 6,817 3.8 △137 △2.0 

照明器具 2,324 1.3 2,054 1.1 △269 △11.6 

エアコン 23,452 12.9 24,836 13.8 1,383 5.9 

暖房機 184 0.1 227 0.1 42 23.2 

その他 11,734 6.5 11,237 6.2 △497 △4.2 

小    計 104,174 57.3 103,326 57.4 △848 △0.8 

情 
 
報 
 
通 
 
信 

パソコン 9,271 5.1 9,345 5.2 73 0.8 

パソコン周辺機器 9,385 5.2 8,175 4.6 △1,210 △12.9 

パソコンソフト 763 0.4 742 0.4 △21 △2.8 

パソコン関連商品 9,014 4.9 9,212 5.1 197 2.2 

電子文具 1,069 0.6 1,077 0.6 8 0.8 

電話機・ファクシミリ 1,118 0.6 1,029 0.6 △89 △8.0 

携帯電話 9,405 5.2 8,878 4.9 △526 △5.6 

その他 1,683 0.9 1,131 0.6 △551 △32.8 

小    計 41,711 22.9 39,592 22.0 △2,118 △5.1 

そ 
 
の 
 
他 

音楽・映像ソフト 1,856 1.0 2,147 1.2 290 15.7 

ゲーム・模型・玩具・楽器 17,338 9.6 16,817 9.3 △520 △3.0 

時計 1,115 0.6 1,237 0.7 121 10.9 

修理・工事収入 7,248 4.0 8,399 4.7 1,150 15.9 

その他 8,405 4.6 8,475 4.7 69 0.8 

小    計 35,965 19.8 37,076 20.6 1,111 3.1 

 
合    計 181,851 100.0 179,996 100.0 △1,855 △1.0 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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