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（百万円未満切捨て） 
１．2019年３月期第２四半期の連結業績（2018年４月1日～2018年９月30日） 

（１）連結経営成績（累計）                                                      （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期第２四半期 180,054 2.3 12,288 8.2 12,352 7.8 8,241 8.4

2018年３月期第２四半期 175,977 3.2 11,358 5.1 11,455 7.4 7,602 10.0

（注）包括利益 2019年３月期第２四半期 8,338百万円（ 4.0％） 2018年３月期第２四半期 8,014百万円（ 18.0％） 

 

 
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

2019年３月期第２四半期 162.70 162.52

2018年３月期第２四半期 150.11 149.96

 

（２）連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2019年３月期第２四半期 322,766 172,295 53.3 

2018年３月期 319,681 164,958 51.6 

（参考）自己資本 2019年３月期第２四半期 172,159百万円 2018年３月期 164,834百万円 

 

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

2018年３月期 － 19.00 － 20.00 39.00

2019年３月期 － 20.00  

2019年３月期(予想)  － 20.00 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    

 

３．2019年３月期の連結業績予想（2018年４月１日～2019年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 営業収益 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

通  期 358,000 4.7 18,700 10.2 18,800 10.0 11,700 7.3 230.99

(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）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 

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 

 

（４）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) 2019年３月期２Ｑ 54,409,168株 2018年３月期 54,409,168株

②  期末自己株式数 2019年３月期２Ｑ 3,756,729株 2018年３月期 3,756,596株

③  期中平均株式数(四半期累計) 2019年３月期２Ｑ 50,652,471株 2018年３月期２Ｑ 50,648,661株

 

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

 

※ 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当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．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、堅調な企業収益と雇用・所得環境の改善を背景として緩や

かな景気回復が続いておりますが、米国と中国との貿易摩擦の激化による世界経済への影響や原油をはじめとす

る原材料価格の上昇等、先行きの不透明感は、一層高まりました。 

 小売業界におきましては、消費者の節約志向、業種業態の垣根を越えた販売競争の激化、天候不順及び全国各

地で発生した自然災害の影響等、小売業を取り巻く環境は、非常に厳しいものとなりました。 

 このような状況のもと、当社グループは、「何々ならコメリ」とお客様に必要とされる店づくりを目指し、パ

ワー（以下、ＰＷ）、ホームセンター（以下、ＨＣ）、ハードアンドグリーン（以下、ＨＧ）の出店及び既存店

の改装に注力いたしました。 

 出店につきましては、ＰＷを栃木県鹿沼市、千葉県四街道市及び旭市、福岡県朝倉市に、ＨＣを宮城県亘理

町、茨城県北茨城市に、ＨＧを岩手県大槌町、福島県楢葉町、宮崎県門川町にそれぞれ開店いたしました。閉店

につきましては、ＨＧ５店舗、アテーナ（以下、ＡＴ）１店舗を実施いたしました。これらにより、当第２四半

期末の店舗数は、ＰＷ57店舗、ＨＣ165店舗、ＨＧ959店舗、ＡＴ８店舗、合計で1,189店舗となりました。 

 販売面につきましては、５月の天候不順による園芸用品の落ち込み、８月の酷暑による来店客数の減少、各地

で発生した災害の影響による一部店舗の営業休止等、厳しい状況となりました。なかでも、平成30年７月豪雨に

よる40店舗の一時的な営業休止及び９月に発生した北海道胆振東部地震による出店地域の停電等が店舗運営の支

障となりました。 

 このような環境のなか、当社グループは、新たな開発商品の導入やＥＤＬＰ政策を推進したことにより、工具

や建築資材等の販売が堅調に推移し、売上全体を牽引いたしました。また、既存店の活性化として取り組んだ店

舗改装の効果が売上高の下支えとなり、当社グループの既存店売上高は、前年並みに推移いたしました。 

 なお、当社グループは、毎年利益の１%相当額を出店地域の社会貢献事業に拠出する「コメリ緑資金」事業の

ひとつとして、災害対策に取り組むための永続的な活動基盤である「ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター」を

2005年に設立しており、当第２四半期末で全国830件の自治体と災害発生時の支援協定を締結しております。当

第２四半期に発生した地震、豪雨等の災害につきましても当該ＮＰＯ法人を通じ、被災地域より延べ113件の支

援要請に物資供給のかたちで対応いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は、1,800億54百万円（前年同期比102.3％）、営業利益

は、122億88百万円（同108.2％）、経常利益は、123億52百万円（同107.8％）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は、過去最高益の82億41百万円（同108.4％）となりました。 

 
（商品部門別の状況）                              （単位：百万円、％） 

部門別

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

前 年
同期比

（自 2017年４月１日
至 2017年９月30日）

（自 2018年４月１日
至 2018年９月30日）

金額 構成比 金額 構成比

工具・金物・作業用品 28,059 15.9 30,161 16.8 107.5

リフォーム資材・エクステリア用品 22,664 12.9 24,342 13.5 107.4

園芸・農業用品 50,144 28.5 49,419 27.4 98.6

日用品・ペット用品 30,631 17.4 30,631 17.0 100.0

家電・レジャー用品 18,490 10.5 19,034 10.6 102.9

インテリア・家庭用品 15,932 9.1 16,140 9.0 101.3

灯油他 1,926 1.1 1,970 1.1 102.3

ホームセンター部門計 167,850 95.4 171,699 95.4 102.3

その他 2,355 1.3 2,380 1.3 101.1

売上高合計 170,205 96.7 174,079 96.7 102.3

営業収入 5,772 3.3 5,974 3.3 103.5

営業収益 175,977 100.0 180,054 100.0 102.3

（注）１．商品別の各構成内容は次のとおりであります。 

工具・金物・作業用品 （工具、建築金物、ペイント、補修用品、作業衣料等）

リフォーム資材・エクステリア用品 （建築資材、配管材、木材、住設機器、エクステリア等）

園芸・農業用品 （園芸用品、肥料・農薬、農業資材、植物等）

日用品・ペット用品 （日用消耗品、ヘルス＆ビューティケア、食品、ペット用品等）

家電・レジャー用品 （家電、カー用品、レジャー・サイクル用品、文具等）

インテリア・家庭用品 （内装、家具・収納用品、家庭用品、ダイニング等）

２．当連結会計年度においてホームセンター部門の商品分類を変更いたしました。前年同期比較にあたっ
ては、前第２四半期連結累計期間分を変更後の区分に組替えて表示しております。
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（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ30億84百万円増加し、3,227億66百万円と

なりました。主に現金及び預金が25億58百万円、商品及び製品が36億23百万円減少いたしましたが、流動資産そ

の他に含まれる預け金が32億19百万円、有形固定資産が37億76百万円それぞれ増加したことによるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べ42億52百万円減少して、1,504億70百万円となりました。主に借入金が92億

４百万円減少いたしましたが、電子記録債務が50億16百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ73億37百万円増加して、1,722億95百万円となりました。主に利益剰余金

の増加によるものであります。 

この結果、自己資本比率は53.3％（前連結会計年度末は51.6％）となりました。 

② 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、前連結会計年度末に

比べ25億76百万円減少し42億43百万円となりました。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、165億38百万円（前年同期比16.3％増）となりました。主な獲得要因は、税

金等調整前四半期純利益 121億84百万円、減価償却費 55億82百万円、たな卸資産の減少額 33億15百万円であり

ます。主な使用要因は、預け金の増加額 32億19百万円、法人税等の支払額 31億86百万円であります。 

（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、80億14百万円（同44.9％増）となりました。主な使用要因は、有形固定資産

の取得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、111億円（同64.4％増）となりました。主な使用要因は、長期借入金の返済

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

 業績予想につきましては、2018年４月27日に公表いたしました2019年３月期の連結業績予想を変更しておりま

せん。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2018年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2018年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,124 4,566 

受取手形及び売掛金 16,078 16,804 

商品及び製品 107,941 104,317 

原材料及び貯蔵品 264 226 

その他 5,906 10,686 

貸倒引当金 △242 △252 

流動資産合計 137,073 136,348 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 111,349 113,834 

土地 31,077 31,077 

リース資産（純額） 4,113 3,879 

その他（純額） 8,497 10,024 

有形固定資産合計 155,038 158,815 

無形固定資産 7,613 7,601 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,092 2,065 

繰延税金資産 7,728 7,866 

敷金及び保証金 8,505 8,448 

その他 1,629 1,619 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 19,955 20,000 

固定資産合計 182,608 186,417 

資産合計 319,681 322,766 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2018年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2018年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 27,026 24,626 

電子記録債務 23,403 28,419 

短期借入金 200 2,080 

1年内返済予定の長期借入金 17,169 17,169 

リース債務 1,604 1,544 

未払法人税等 3,589 4,551 

賞与引当金 1,573 1,611 

役員賞与引当金 19 9 

店舗閉鎖損失引当金 44 44 

ポイント引当金 656 777 

災害損失引当金 9 157 

その他 17,234 18,123 

流動負債合計 92,530 99,115 

固定負債    

長期借入金 39,479 28,394 

リース債務 3,205 2,973 

役員退職慰労引当金 124 124 

退職給付に係る負債 10,950 11,283 

資産除去債務 6,286 6,550 

その他 2,145 2,027 

固定負債合計 62,192 51,354 

負債合計 154,723 150,470 

純資産の部    

株主資本    

資本金 18,802 18,802 

資本剰余金 25,260 25,260 

利益剰余金 129,901 137,129 

自己株式 △9,126 △9,126 

株主資本合計 164,838 172,065 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 586 569 

繰延ヘッジ損益 △9 － 

退職給付に係る調整累計額 △580 △475 

その他の包括利益累計額合計 △3 94 

新株予約権 123 136 

純資産合計 164,958 172,295 

負債純資産合計 319,681 322,766 
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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 2017年４月１日 
 至 2017年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2018年４月１日 

 至 2018年９月30日) 

売上高 170,205 174,079 

売上原価 114,927 117,656 

売上総利益 55,278 56,422 

営業収入 5,772 5,974 

営業総利益 61,050 62,397 

販売費及び一般管理費    

ポイント引当金繰入額 230 121 

給料及び手当 16,613 17,101 

賞与引当金繰入額 1,738 1,611 

役員賞与引当金繰入額 9 9 

貸倒引当金繰入額 67 93 

退職給付費用 680 670 

その他 30,353 30,500 

販売費及び一般管理費合計 49,692 50,108 

営業利益 11,358 12,288 

営業外収益    

受取利息 10 9 

受取配当金 143 214 

為替差益 24 － 

デリバティブ評価益 60 48 

その他 158 114 

営業外収益合計 398 386 

営業外費用    

支払利息 141 116 

為替差損 － 135 

埋蔵文化財発掘調査費 72 － 

その他 87 70 

営業外費用合計 301 322 

経常利益 11,455 12,352 

特別利益    

受取保険金 30 577 

受取補償金 51 － 

特別利益合計 81 577 

特別損失    

固定資産処分損 69 79 

災害による損失 26 641 

減損損失 80 24 

特別損失合計 176 745 

税金等調整前四半期純利益 11,360 12,184 

法人税、住民税及び事業税 3,991 4,126 

法人税等調整額 △233 △182 

法人税等合計 3,757 3,943 

四半期純利益 7,602 8,241 

親会社株主に帰属する四半期純利益 7,602 8,241 
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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 2017年４月１日 
 至 2017年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2018年４月１日 

 至 2018年９月30日) 

四半期純利益 7,602 8,241 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 252 △17 

繰延ヘッジ損益 50 9 

退職給付に係る調整額 109 105 

その他の包括利益合計 412 97 

四半期包括利益 8,014 8,338 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 8,014 8,338 

非支配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：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2017年４月１日 
 至 2017年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2018年４月１日 

 至 2018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 11,360 12,184 

減価償却費 5,415 5,582 

減損損失 80 24 

デリバティブ評価損益（△は益） △60 △48 

災害損失 26 641 

受取保険金 △30 △577 

賞与引当金の増減額（△は減少） 74 38 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 557 484 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 230 121 

受取利息及び受取配当金 △154 △224 

支払利息 141 116 

有形固定資産処分損益（△は益） 69 79 

売上債権の増減額（△は増加） △519 △726 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,130 3,315 

未収入金の増減額（△は増加） 524 △132 

預け金の増減額（△は増加） △3,086 △3,219 

前払費用の増減額（△は増加） △902 △869 

仕入債務の増減額（△は減少） 671 2,615 

未払金の増減額（△は減少） 386 △600 

未払消費税等の増減額（△は減少） 647 818 

その他 307 62 

小計 16,870 19,687 

利息及び配当金の受取額 151 218 

利息の支払額 △138 △115 

保険金の受取額 9 9 

補償金の受取額 51 0 

補助金の受取額 － 21 

災害損失の支払額 △13 △97 

法人税等の支払額 △2,706 △3,186 

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,223 16,538 

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 △4,750 △7,481 

有形固定資産の売却による収入 33 21 

無形固定資産の取得による支出 △576 △413 

敷金及び保証金の純増減額（△は増加） △29 56 

その他 △207 △197 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,530 △8,014 

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） △6,920 1,880 

長期借入れによる収入 5,000 － 

長期借入金の返済による支出 △2,953 △11,084 

リース債務の返済による支出 △915 △883 

自己株式の処分による収入 0 0 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △961 △1,011 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,751 △11,100 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,941 △2,576 

現金及び現金同等物の期首残高 7,568 6,819 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,510 4,243 
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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）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区

分のその他に表示しております。 
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