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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9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 ％

27年3月期第2四半期 101,814 1.5 1,553 △37.6 2,285 △30.0 1,472 △20.6
26年3月期第2四半期 100,312 3.2 2,490 ― 3,263 335.3 1,854 334.9

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 1,500百万円 （△20.9％） 26年3月期第2四半期 1,896百万円 （356.3％）

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

27年3月期第2四半期 62.28 62.01
26年3月期第2四半期 96.85 96.67

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

27年3月期第2四半期 84,323 32,646 38.5 1,373.81
26年3月期 94,650 31,530 33.1 1,326.70
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 32,487百万円 26年3月期 31,357百万円

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

26年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
27年3月期 ― 12.00
27年3月期（予想） ― 12.00 24.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 210,000 △3.8 3,500 △42.7 5,000 △34.5 2,700 △38.6 114.18



(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 

詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※ 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 24,182,408 株 26年3月期 24,182,408 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 534,735 株 26年3月期 546,270 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 23,645,087 株 26年3月期2Q 19,145,989 株
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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・日銀による各種政策等の効果もあり、国内景気は弱さ

も見られるものの、緩やかな回復基調にあります。個人消費につきましては、消費税率引上げに伴う駆け込み需要

の反動も徐々に緩和しつつあるものの、天候の影響もあって持ち直しの動きに足踏みがみられております。

一方、海外景気は緩やかな回復傾向が維持されているものの、その下振れリスクは高まっており、国内景気への

影響が懸念されております。

家電流通業界におきましては、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動、及びWindowsXPのサポート終了に伴

う買い替え需要の反動に加えて天候不順の影響もあり、パソコン等情報関連機器やエアコン等季節家電の需要が減

少しました。一方、テレビ等ＡＶ商品につきましては、４Ｋ対応テレビへの関心が一層強まっており、販売数量に

占める構成比は高まってきております。

このような状況下におきまして、当社グループは「デジタル一番星」、「お客様満足度No.1」を常に追求し、その

実現のために「選びやすい売場」及び「お客様の立場に立った接客」を心がけ、コンサルティングセールスのレベ

ルアップやお客様のニーズに合致したサービスの充実に取り組んでまいりました。

こうした持続的な取り組みにより、厳しい業界環境の中でも、冷蔵庫、洗濯機等白物家電やテレビ等ＡＶ商品に

つきましては、底堅く推移しました。４Ｋ対応テレビにつきましては、販売数量・売上高ともに大きく増加しＡＶ

商品の販売単価を押し上げました。通信関連商品につきましては、各通信キャリアの販売促進策の変更等の影響に

より販売数量・売上高ともに減少しておりましたが、９月につきましては、同月発売された新型iPhoneの効果もあ

り販売数量・売上高ともに前年同月を上回りました。

当第２四半期連結累計期間における店舗展開につきましては、ノジマ店舗では、川崎小田栄店（神奈川県）を含

め７店舗（うち海外子会社１店舗含む）を出店いたしました。通信専門店では、小規模通信専門店であるノジマモ

バイル８店舗を閉店するなど、引き続き店舗の統廃合を進め、活性化と効率化を進めております。

当第２四半期連結会計期間末における店舗数は、ノジマ店舗129店（うち海外子会社１店舗含む）、通信専門店

106店（うち子会社直営店61店含む）となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,018億14百万円（前年同四半期比101.5％）、営業利益は15億

53百万円（前年同四半期比62.4％）、経常利益は22億85百万円（前年同四半期比70.0％）、四半期純利益は14億72百

万円（前年同四半期比79.4％）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四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べ103億27百万円減少して843億23百万円

となりました。

その主な内訳は、流動資産が132億89百万円減少して491億５百万円に、また固定資産が29億62百万円増加し

て352億17百万円となりました。

流動資産減少の主な要因は、売掛金の減少115億64百万円及び未収入金の減少23億62百万円等によるもので

す。

固定資産増加の主な要因は、新規出店に伴う有形固定資産の取得によるものです。

（負債）

当第２四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べ114億42百万円減少して516億77百万円

となりました。

その主な内訳は、流動負債が113億67百万円減少して346億55百万円に、また固定負債が75百万円減少して

170億21百万円となりました。

流動負債減少の主な要因は、買掛金が46億64百万円減少したこと等によるものです。

固定負債減少の主な要因は、長期借入金が17億35百万円減少したこと等によるものです。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、利益剰余金が10億92百万円増加したこと等により、前連結会

計年度末に比べ11億15百万円増加して326億46百万円となりました。

　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ5.4ポイント向上し、38.5％となりました。

　

キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、92億19百万円（前年同

四半期は、61億89百万円）となりました。

各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は64億61百万円（前年同四半期比237.4％）となりました。

これは主に、仕入債務の減少額46億64百万円、前受金の減少額33億５百万円、法人税等の支払額25億99百万

円等があったものの、税金等調整前四半期純利益23億97百万円の獲得と、売上債権の減少額115億70百万円等

があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は28億92百万円（前年同四半期比126.1％）となりました。

これは主に、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出28億35百万円と敷金及び保証金の差入による支

出３億26百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は14億21百万円（前年同四半期は６億49百万円の獲得）となりました。

これは主に、短期借入金の純増額８億60百万円と、長期借入金の返済による支出18億80百万円、配当金の支

払額２億83百万円によるものであります。
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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）

　 （退職給付に関する会計基準の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率

の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支

払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が148,948千円増加し、利益剰余金が

95,952千円減少しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ3,914千円減少しております。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,123,534 9,284,616

受取手形及び売掛金 25,579,750 14,015,680

商品及び製品 21,861,956 20,569,027

原材料及び貯蔵品 43,814 9,526

繰延税金資産 1,314,440 895,007

未収入金 5,824,167 3,461,969

その他 647,855 869,738

貸倒引当金 △780 △179

流動資産合計 62,394,740 49,105,388

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,577,109 10,788,823

工具、器具及び備品（純額） 1,546,630 1,556,837

土地 7,993,397 7,993,397

その他（純額） 2,115,274 783,925

有形固定資産合計 19,232,411 21,122,984

無形固定資産

のれん 2,716,389 840,556

ソフトウエア 777,692 681,593

契約関連無形資産 - 2,665,100

その他 12,169 17,777

無形固定資産合計 3,506,251 4,205,027

投資その他の資産

投資有価証券 1,538,853 1,669,321

繰延税金資産 1,177,375 1,418,133

敷金及び保証金 6,534,848 6,519,967

その他 282,347 298,796

貸倒引当金 △16,453 △16,453

投資その他の資産合計 9,516,972 9,889,766

固定資産合計 32,255,635 35,217,777

資産合計 94,650,376 84,323,165
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,155,087 20,490,692

短期借入金 - 860,000

1年内返済予定の長期借入金 3,728,360 3,582,500

1年内償還予定の社債 125,000 -

未払金 4,417,546 2,368,506

未払法人税等 2,685,216 817,281

未払消費税等 345,375 699,001

ポイント引当金 2,658,921 1,937,605

賞与引当金 38,218 44,629

その他 6,869,643 3,855,732

流動負債合計 46,023,370 34,655,950

固定負債

長期借入金 11,270,000 9,535,000

繰延税金負債 - 923,564

販売商品保証引当金 2,812,927 3,007,451

役員退職慰労引当金 145,138 170,428

退職給付に係る負債 1,927,331 2,194,380

資産除去債務 63,904 65,123

その他 877,277 1,125,265

固定負債合計 17,096,578 17,021,213

負債合計 63,119,948 51,677,164

純資産の部

株主資本

資本金 5,669,815 5,669,815

資本剰余金 5,737,186 5,739,775

利益剰余金 20,145,991 21,238,941

自己株式 △300,140 △293,868

株主資本合計 31,252,852 32,354,664

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 103,095 118,153

為替換算調整勘定 2,008 14,640

その他の包括利益累計額合計 105,104 132,793

新株予約権 172,471 158,543

純資産合計 31,530,427 32,646,001

負債純資産合計 94,650,376 84,323,165
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 100,312,852 101,814,295

売上原価 80,132,954 80,691,805

売上総利益 20,179,898 21,122,490

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,768,438 2,391,393

給料手当及び賞与 5,642,883 6,618,531

賞与引当金繰入額 - 30,434

役員退職慰労引当金繰入額 6,212 29,332

退職給付費用 132,039 159,196

地代家賃 3,265,716 3,682,871

減価償却費 816,439 922,591

その他 5,057,990 5,734,274

販売費及び一般管理費合計 17,689,719 19,568,625

営業利益 2,490,178 1,553,864

営業外収益

受取利息 11,648 10,897

仕入割引 731,900 703,944

その他 130,541 123,606

営業外収益合計 874,090 838,448

営業外費用

支払利息 62,679 71,637

社債利息 651 140

その他 37,324 35,187

営業外費用合計 100,656 106,965

経常利益 3,263,613 2,285,348

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 10,010 72,620

新株予約権戻入益 3,533 39,113

特別利益合計 13,543 111,733

特別損失

減損損失 41,627 -

特別損失合計 41,627 -

税金等調整前四半期純利益 3,235,529 2,397,082

法人税、住民税及び事業税 1,121,534 751,127

法人税等調整額 259,640 173,418

法人税等合計 1,381,175 924,545

少数株主損益調整前四半期純利益 1,854,354 1,472,536

四半期純利益 1,854,354 1,472,536
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結会計期間
(自 平成25年７月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 52,161,421 55,038,442

売上原価 41,430,009 43,445,180

売上総利益 10,731,411 11,593,262

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,451,658 1,247,606

給料手当及び賞与 2,853,460 3,306,946

賞与引当金繰入額 - 20,231

役員退職慰労引当金繰入額 2,819 2,855

退職給付費用 66,019 79,367

地代家賃 1,659,535 1,852,693

減価償却費 420,552 522,264

その他 2,608,010 2,825,688

販売費及び一般管理費合計 9,062,056 9,857,654

営業利益 1,669,355 1,735,607

営業外収益

受取利息 5,997 5,758

仕入割引 367,356 330,182

その他 62,533 56,754

営業外収益合計 435,886 392,696

営業外費用

支払利息 28,515 36,135

社債利息 231 0

その他 22,018 36,010

営業外費用合計 50,765 72,145

経常利益 2,054,477 2,056,158

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 22,382 45,105

その他 3,160 1,736

特別利益合計 25,542 46,842

特別損失

減損損失 41,627 -

特別損失合計 41,627 -

税金等調整前四半期純利益 2,038,392 2,103,000

法人税、住民税及び事業税 856,912 697,176

法人税等調整額 △17,052 70,805

法人税等合計 839,860 767,982

少数株主損益調整前四半期純利益 1,198,531 1,335,018

四半期純利益 1,198,531 1,335,018
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,854,354 1,472,536

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,515 15,052

持分法適用会社に対する持分相当額 13 5

為替換算調整勘定 - 12,632

その他の包括利益合計 42,529 27,689

四半期包括利益 1,896,883 1,500,226

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,896,883 1,500,226

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結会計期間
(自 平成25年７月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,198,531 1,335,018

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 40,177 361

持分法適用会社に対する持分相当額 △20 △5

為替換算調整勘定 - 16,149

その他の包括利益合計 40,157 16,505

四半期包括利益 1,238,688 1,351,523

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,238,688 1,351,523

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,235,529 2,397,082

減価償却費 847,691 1,068,032

減損損失 41,627 -

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105,038 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 104,281

ポイント引当金の増減額（△は減少） △308,901 △721,316

販売商品保証引当金の増減額（△は減少） 157,518 194,524

受取利息及び受取配当金 △23,687 △21,466

支払利息 62,679 71,637

投資有価証券売却損益（△は益） △6,466 -

投資有価証券評価損益（△は益） △10,010 △72,620

売上債権の増減額（△は増加） 5,170,297 11,570,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,255,272 1,327,934

未収入金の増減額（△は増加） 1,139,357 2,362,198

仕入債務の増減額（△は減少） △4,083,341 △4,664,395

前受金の増減額（△は減少） △280,881 △3,305,508

その他 △669,976 △1,208,815

小計 4,121,205 9,101,916

利息及び配当金の受取額 31,275 32,628

利息の支払額 △64,878 △74,218

法人税等の支払額 △1,366,492 △2,599,303

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,721,109 6,461,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,605,639 △2,835,241

無形固定資産の取得による支出 △202,922 △1,694

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

- △61,027

敷金及び保証金の差入による支出 △368,225 △326,752

敷金及び保証金の回収による収入 47,567 226,676

その他 △163,613 105,717

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,292,833 △2,892,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 620,000 860,000

長期借入れによる収入 2,000,000 -

長期借入金の返済による支出 △1,756,479 △1,880,860

社債の償還による支出 △125,000 △125,000

配当金の支払額 △191,578 △283,574

その他 102,332 7,589

財務活動によるキャッシュ・フロー 649,275 △1,421,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,456 13,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,074,094 2,160,578

現金及び現金同等物の期首残高 5,115,368 7,059,210

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,189,462 9,219,788
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（４）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）

当社は、当第２四半期連結累計期間において、平成26年５月７日開催の取締役会決議に基づき、283,633千円の

剰余金の配当を行っております。

その結果、当第２四半期連結会計期間末において利益剰余金が21,238,941千円となっております。

（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

当社グループは、販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

当社グループは、販売事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については、重要性が乏しいため、

セグメント情報の記載を省略しております。
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