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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３四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、海外経済の不確実性の高まりや不安定な株式相場、為替動

向などにより景気の減速が懸念される状況にあります。個人消費においても消費マインドの低迷

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も不透明な消費動向を反映し、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等白物

家電は堅調に推移する一方で、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

調理器具等は低調な販売実績に留まりました。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、太子店（兵庫県）をは

じめ５店舗の出店を行うとともに４店舗を撤収した結果、当第３四半期末の店舗数は226店舗とな

りました。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高2,783億45百万円（前年同期比1.6%減）、

営業利益57億55百万円（前年同期比1.6%増）、経常利益58億14百万円（前年同期比3.1%増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益36億41百万円（前年同期比2.0%増）となりました。 

 
 

 

 (2) 財政状態に関する説明 
 

  当第３四半期末は前期末に比べ、資産は、流動資産が140億88百万円増加し、固定資産が67億68

百万円増加したため、合計で208億57百万円増加しました。負債は、流動負債が152億10百万円増

加し、固定負債が21億20百万円増加したため、合計で173億31百万円増加しました。また、純資産

は、利益剰余金の増加等により株主資本が29億31百万円増加し、その他の包括利益累計額が５億

93万円増加したため、合計で35億25百万円増加しました。 

 
 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
 

通期の連結業績予想につきましては、平成28年11月11日の第２四半期の決算発表時に公表しま

した業績予想から変更はありません。 
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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３四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３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日 
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
至 平成28年12月31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 18,483 6.5 17,339 6.2 △1,143 △6.2 

ビデオ及び関連商品 10,449 3.7 9,521 3.4 △927 △8.9 

オーディオ及び関連商品 5,783 2.0 5,255 1.9 △528 △9.1 

冷蔵庫 18,561 6.6 18,784 6.8 222 1.2 

洗濯機・クリーナー 23,739 8.4 24,188 8.7 448 1.9 

電子レンジ・調理器具 14,458 5.1 14,042 5.0 △416 △2.9 

理美容・健康器具 10,804 3.8 10,541 3.8 △263 △2.4 

照明器具 3,960 1.4 3,422 1.2 △538 △13.6 

エアコン 27,673 9.8 29,287 10.5 1,614 5.8 

暖房機 3,222 1.1 3,204 1.2 △18 △0.6 

その他 18,243 6.5 17,568 6.3 △674 △3.7 

小    計 155,380 54.9 153,155 55.0 △2,224 △1.4 

情 
 
報 
 
通 
 
信 

パソコン 14,746 5.2 14,514 5.2 △231 △1.6 

パソコン周辺機器 15,281 5.4 13,439 4.8 △1,842 △12.1 

パソコンソフト 1,307 0.5 1,195 0.4 △111 △8.5 

パソコン関連商品 15,447 5.4 15,540 5.6 92 0.6 

電子文具 1,355 0.5 1,348 0.5 △7 △0.5 

電話機・ファクシミリ 1,715 0.6 1,582 0.6 △132 △7.7 

携帯電話 15,469 5.5 14,346 5.1 △1,123 △7.3 

その他 2,197 0.8 1,581 0.6 △615 △28.0 

小    計 67,521 23.9 63,549 22.8 △3,972 △5.9 

そ 
 
の 
 
他 

音楽・映像ソフト 3,107 1.1 3,346 1.2 239 7.7 

ゲーム・模型・玩具・楽器 32,211 11.4 32,344 11.6 133 0.4 

時計 1,805 0.6 1,900 0.7 95 5.3 

修理・工事収入 9,640 3.4 10,935 4.0 1,295 13.4 

その他 13,158 4.7 13,112 4.7 △46 △0.4 

小    計 59,922 21.2 61,640 22.2 1,717 2.9 

 
合    計 282,825 100.0 278,345 100.0 △4,479 △1.6 

（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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