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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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    平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成25年11月６日

上場会社名  株式会社エディオン 上場取引所  ・  東 名

コード番号  2730 ＵＲＬ   http://www.edion.com/

代表者 （役職名）  代表取締役会長兼社長 （氏名）  久保 允誉

問合せ先責任者 （役職名）  常務取締役管理本部長 （氏名）  梅原 正幸 ＴＥＬ   06-6440-8714

四半期報告書提出予定日  平成25年11月８日 配当支払開始予定日  平成25年12月５日

四半期決算補足説明資料作成の有無：  有      

四半期決算説明会開催の有無      ：  有    （機関投資家、アナリスト向け）

  （百万円未満切捨て）

（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３月期第２四半期  350,077  1.7  2,858 －  3,925  －  2,930 －

25年３月期第２四半期  344,104 △15.3 △2,743 － △707  － △1,141 －

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 2,746百万円（ ％） －   25年３月期第２四半期 △1,442百万円 （ ％） －

  
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３月期第２四半期  28.50  28.40

25年３月期第２四半期 △11.08 －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  351,958  145,206  41.2

25年３月期  378,087  138,489  36.6

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 144,932百万円   25年３月期 138,212百万円 

  
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３月期  － 10.00 － 10.00  20.00

26年３月期  － 10.00   

26年３月期（予想）     － 10.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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

通期  735,000  7.3  6,500 －  7,500  407.9  4,000  －  37.61

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

新規 －社 （社名）－、除外 －社 （社名）－

（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

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３月期２Ｑ 112,005,636株 25年３月期 105,665,636株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,507,881株 25年３月期 4,127,763株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 102,817,453株 25年３月期２Ｑ 103,053,105株

 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おりません。

 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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。
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（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、政府の経済政策や日銀による金融施策を背景として企業業績

が回復基調で推移いたしました。個人消費に関しましても、景気回復への期待感から消費マインドも好転し、回復

の兆しが見えてまいりました。 

  

当家電小売業界におきましては、夏場に猛暑が続いたことなどからエアコン、冷蔵庫などの生活家電商品が好調

に推移いたしました。また、これまで低迷していたテレビにつきましても、地デジ切り替えの反動減に底を打ち、

８月以降は前年を上回りはじめました。 

  

こうした中で当企業グループにおきましては、数年来、注力している「エコ・リビングソーラー事業」のさらな

る拡大を目指して取り組んでおります。とくにリフォームの分野において、低価格・短時間で行える「ぷちＤＥリ

フォ」の展開を開始し、トイレ、レンジフードなどの販売が好調に推移いたしました。また、このリフォーム分野

のさらなる拡大を図るために、８月に㈱ＬＩＸＩＬグループと資本業務提携契約を締結いたしました。これによ

り、㈱ＬＩＸＩＬグループが有する豊富なラインアップを活かした商品提案力と商品開発力の強化と、㈱ＬＩＸＩ

Ｌグループが持つ全国に広がる工事網の活用による工事能力の向上を図ってまいります。 

  

 当第２四半期連結累計期間の店舗展開につきましては、家電直営店は、「新菊川店（静岡県）」「豊岡店（兵庫

県）」など８店舗を新設し、「名古屋本店（愛知県）」など３店舗を移転したほか、非家電直営店１店舗を新設い

たしました。一方で家電直営店８店舗及び非家電直営店５店舗を閉鎖いたしました。フランチャイズ店舗につきま

しては９店舗を新設し、10店舗を閉鎖いたしました。これにより、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は、フラ

ンチャイズ店舗 店舗を含めて 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売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は

百万円（前年同四半期は営業損失27億43百万円）、経常利益は 百万円（前年同四半期は経常損失7億7

百万円）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期は四半期純損失11億41百万円）となりました。 

   

営業店舗の状況 

※直営店売場面積の増加・減少には、移転３店舗による増加及び減少が含まれております。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

751 1,172

3,500億77 1.7

28億58 39億25

29億30

  前期末 増加 減少 差引 当期末

 直営店 店425 店9 店13 △ 店4 店421

           

 ＦＣ店 店752 店9 店10  △ 店1 店751

           

 合計 店1,177 店18 店23  △ 店5 店1,172

           

 直営店売場面積  ㎡1,041,859  ㎡22,501  ㎡38,923 △  ㎡16,422  ㎡1,025,437
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（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産に関する分析  

総資産は、前連結会計年度末と比較し261億29百万円減少し、 百万円となりました。これは、商品及び

製品の減少等による流動資産の減少が224億8百万円あったことと、土地や投資有価証券の減少等による固定資産の

減少が37億20百万円あったこと等によるものであります。 

  

負債は、前連結会計年度末と比較し328億47百万円減少し、 百万円となりました。これは、短期借入金

の減少等による流動負債の減少が209億89百万円あったことと、長期借入金の減少等による固定負債の減少が118億

57百万円あったこと等によるものであります。 

  

純資産は、前連結会計年度末と比較し67億17百万円増加し、 百万円となりました。これは、四半期純利

益が 百万円あったことと、第三者割当増資により資本金が17億65百万円、資本剰余金が18億33百万円増加し

たこと等によるものであります。 

  

②連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末と比較し

27億67百万円減少し、 百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

  

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、 百万円（前年同四半期に得られた資金は11億27百万円）となりまし

た。これは、税金等調整前四半期純利益が 百万円、減価償却費が 百万円、たな卸資産の減少による資

金の増加が 百万円あったこと等によるものであります。 

  

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、 百万円（前年同四半期に使用した資金は53億48百万円）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出が 百万円、有形固定資産の売却による収入が 百万円、投資有

価証券の売却による収入が 百万円あったこと等によるものであります。 

  

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、 百万円（前年同四半期に得られた資金は31億43百万円）となりまし

た。これは、短期借入金の純減少による支出が 円、転換社債の償還による支出が 百万円、株式の発行

による収入が 百万円あったこと等によるものであります。 

      

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の通期連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における業績を勘案し、平成25

年５月10日付で開示いたしました通期連結業績予想の数値を修正しております。 

詳細につきましては、本日別途開示しております「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

（注）平成25年９月11日に第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分を実施したことにより、１株当た

り当期純利益の予想について、影響を反映させております。  

   

3,519億58

2,067億51

1,452億6

29億30

71億99

209億70

39億9 61億33

114億69

48億9

91億66 33億18

9億31

189億28

210億 17億65

35億31

  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

 前回発表予想（Ａ） 735,000 4,700 7,500  3,500 34 20

 今回修正予想（Ｂ）  735,000  6,500  7,500   4,000 （注） 37 61

 増減額（Ｂ－Ａ）  0  1,800  0   500

 増減率（％） 0.0 38.3 0.0  14.3

 前期実績  685,145  △2,476  1,476   △2,640 △25  80
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（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 

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
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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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,966 7,199

受取手形及び売掛金 28,166 26,679

商品及び製品 99,779 88,342

その他 24,569 17,850

貸倒引当金 △35 △34

流動資産合計 162,446 140,037

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 69,712 71,261

工具、器具及び備品（純額） 3,513 3,439

土地 76,198 74,460

リース資産（純額） 344 301

その他（純額） 4,231 5,291

有形固定資産合計 154,002 154,753

無形固定資産   

その他 8,053 6,140

無形固定資産合計 8,053 6,140

投資その他の資産   

差入保証金 30,859 30,771

その他 23,038 20,502

貸倒引当金 △312 △247

投資その他の資産合計 53,585 51,026

固定資産合計 215,640 211,920

資産合計 378,087 351,958
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,047 37,409

短期借入金 36,000 15,000

1年内返済予定の長期借入金 12,003 23,934

1年内償還予定の新株予約権付社債 1,765 －

リース債務 159 162

未払法人税等 365 628

賞与引当金 4,029 4,416

ポイント引当金 8,419 9,338

その他 24,815 20,725

流動負債合計 132,605 111,615

固定負債   

長期借入金 75,630 63,596

リース債務 718 661

再評価に係る繰延税金負債 2,177 2,145

退職給付引当金 8,913 8,774

商品保証引当金 6,477 7,280

資産除去債務 5,119 5,311

負ののれん 569 －

その他 7,387 7,364

固定負債合計 106,992 95,135

負債合計 239,598 206,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,174 11,940

資本剰余金 82,334 84,167

利益剰余金 56,914 58,062

自己株式 △2,192 △800

株主資本合計 147,230 153,369

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 264 80

土地再評価差額金 △9,282 △8,518

その他の包括利益累計額合計 △9,018 △8,437

新株予約権 242 240

少数株主持分 34 34

純資産合計 138,489 145,206

負債純資産合計 378,087 351,958
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

売上高 344,104 350,077

売上原価 256,423 257,450

売上総利益 87,680 92,627

販売費及び一般管理費 90,424 89,768

営業利益又は営業損失（△） △2,743 2,858

営業外収益   

受取利息及び配当金 76 132

仕入割引 1,483 424

負ののれん償却額 569 569

持分法による投資利益 42 60

その他 695 700

営業外収益合計 2,866 1,887

営業外費用   

支払利息 488 470

デリバティブ評価損 168 －

その他 173 349

営業外費用合計 830 820

経常利益又は経常損失（△） △707 3,925

特別利益   

投資有価証券売却益 － 334

固定資産売却益 1 183

その他 78 84

特別利益合計 79 603

特別損失   

固定資産売却損 34 105

固定資産除却損 970 157

減損損失 46 95

投資有価証券評価損 0 24

賃貸借契約解約損 11 92

その他 215 143

特別損失合計 1,278 618

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,905 3,909

法人税、住民税及び事業税 274 398

法人税等調整額 △1,031 580

法人税等合計 △756 979

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,148 2,930

少数株主損失（△） △7 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,141 2,930
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,148 2,930

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △293 △183

その他の包括利益合計 △293 △183

四半期包括利益 △1,442 2,746

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,434 2,747

少数株主に係る四半期包括利益 △7 △0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,905 3,909

減価償却費 6,351 6,133

減損損失 46 95

のれん償却額及び負ののれん償却額 △556 △569

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △64

賞与引当金の増減額（△は減少） △256 387

受取利息及び受取配当金 △76 △132

支払利息 488 470

持分法による投資損益（△は益） △42 △60

売上債権の増減額（△は増加） 3,311 1,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,216 11,469

仕入債務の増減額（△は減少） △3,889 △7,638

その他 5,336 5,829

小計 4,571 21,316

利息及び配当金の受取額 39 △76

利息の支払額 △446 △448

課徴金の支払額 △4,047 －

法人税等の還付額 1,929 427

法人税等の支払額 △919 △249

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,127 20,970

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 6 1,000

有形固定資産の取得による支出 △4,436 △9,166

有形固定資産の売却による収入 398 3,318

無形固定資産の取得による支出 △566 △402

投資有価証券の売却による収入 － 931

その他 △750 △491

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,348 △4,809
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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） △5,000 △21,000

長期借入れによる収入 18,000 3,449

長期借入金の返済による支出 △6,955 △3,500

社債の償還による支出 △500 －

転換社債の償還による支出 － △1,765

自己株式の取得による支出 △715 △0

自己株式の処分による収入 － 1,459

株式の発行による収入 － 3,531

配当金の支払額 △1,035 △1,014

少数株主への配当金の支払額 △20 －

少数株主からの払込みによる収入 45 －

少数株主への払戻による支出 △600 －

その他 △75 △89

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,143 △18,928

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,077 △2,767

現金及び現金同等物の期首残高 10,685 9,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,608 7,199
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該当事項はありません。   

   

   

当社は、平成25年９月11日を払込期日とする第三者割当増資及び自己株式の処分を実施しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が17億65百万円、資本剰余金が18億33百万円増加し、自己株

式が13億92百万円減少しました。 

当第２四半期連結会計期間末において資本金は119億40百万円、資本剰余金は841億67百万円、自己株式は8億円と

なりました。 

   

   

前第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日）及び当第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） 

当企業グループの事業セグメントは、家庭電化商品等の販売及びホームセンター事業等でありますが、ホーム

センター事業等の全セグメントに占める割合が僅少であり、開示情報としての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。 

   

   

（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）

（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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生産、受注及び販売の状況 

 当企業グループの事業セグメントは、家庭電化商品の販売及びホームセンター事業等でありますが、ホームセンタ

ー事業等の全セグメントに占める割合が僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント別の販売実

績の記載は行っておりません。参考情報として商品分類別売上高を記載しております。  

  

商品分類別売上高 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

４．補足情報

 区分 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日）

当第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） 

前年同四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

（％）  

家電       

テレビ  20,301  5.9  18,871  5.4  93.0

ビデオ・カメラ  19,250  5.6  17,427  5.0  90.5

オーディオ  9,466  2.8  8,901  2.5  94.0

冷蔵庫  27,471  8.0  29,116  8.3  106.0

洗濯機・クリーナー  25,192  7.3  26,371  7.5  104.7

電子レンジ・調理家電  15,677  4.6  16,010  4.6  102.1

理美容・健康器具  13,704  4.0  13,301  3.8  97.1

照明器具  5,441  1.6  5,026  1.4  92.4

エアコン  40,367  11.7  46,480  13.3  115.1

その他空調機器  7,007  2.0  6,376  1.8  91.0

その他  9,480  2.8  8,441  2.4  89.0

小計  193,362  56.3  196,324  56.1  101.5

情報家電      

パソコン   23,780  6.9  23,871  6.8  100.4

パソコン関連商品   21,225  6.2  19,773  5.6  93.2

携帯電話   28,729  8.3  31,372  9.0  109.2

その他   7,652  2.2  7,223  2.1  94.4

小計   81,387  23.6  82,241  23.5  101.0

その他       

ゲーム・玩具   9,113  2.6  8,136  2.3  89.3

音響ソフト・楽器   2,929  0.9  2,426  0.7  82.8

住宅設備   16,661  4.8  18,621  5.3  111.8

家電修理・工事収入   17,458  5.1  17,211  4.9  98.6

その他  23,191  6.7  25,117  7.2  108.3

小計  69,354  20.1  71,511  20.4  103.1

合計  344,104  100.0  350,077  100.0  101.7
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