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株主の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上
げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがたく厚く御礼申
し上げます。
ここに、第62期第２四半期（平成24年２月21日から平

成24年８月20日まで）の営業の概況と決算の状況につきま
して、ご報告申し上げます。
当第２四半期累計期間のわが国経済は、東日本大震災の
復興需要等により緩やかな回復傾向が見られたものの、欧
州の債務危機に伴う海外経済の減速や長期化する円高、株
式市場の低迷等が景気を下押しするリスクとなっており、
先行き不透明な状況が続いております。当ホームセンター
業界におきましては、昨年の「震災」、「節電」、「地デジ」
といった特需の反動と天候不順が売上の減少に影響したほ
か、低価格のもとで異業種を含めた競争がさらに激化する
非常に厳しい経営環境となっております。
このような状況のもと、当社は、「チェンジ・チャレン
ジ・スピード・シンプルそしてチェック」をテーマに現場
力強化に取り組み、「お客様に最も信頼される商品とサービ
スの提供」を通じて、お客様第一主義を実践してまいりま
した。７月にはホームセンター高崎店（群馬県高崎市）に
本年２月の資材館新設に続いてDIY館を新設し、生活館、
園芸館、リフォーム館の改装を行いました。また、この秋
は、ホームセンター花園店（埼玉県深谷市）の生活館を拡
張新設して、新装開店を予定しております。
当第２四半期累計期間の売上高は189億２千９百万円（前

年同四半期比3.2％減）、
営業利益は３億７千１百
万円（同51.4％減）、経
常利益は５億２千６百万
円（同43.4%減）、四半
期純利益は２億５千１百
万円（同30.8％減）とな
りました。
今後の見通しにつきま
しては、当面横ばい圏内
の動きに留まるとの景況
感があり、内外ともに不
確実性の高まりが懸念さ
れます。引き続き厳しい
競争環境にありますが、
当社はお客様の信頼に応
える店づくりの実現と変
化に対応する企業体質の強化に努め、業績の向上に努めて
まいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご支援、

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
平成24年10月

お客様、お取引先、株主、
社員に誠実であること
— 売っていただいて、買っていただく —

お客様のよりよい暮らしの
創造を通じ、会社の繁栄と
社員の人生の充実をはかる

全員参加の経営を旨とし、
地域社会との調和をはかる

暮らしもっと楽しく　快適な住まいづくりのお手伝いスローガン

● 地域一番店の実現　　● 最も信頼される商品とサービスの提供

1.法令等の遵守　　　　　　2.公正な企業活動の遂行
3.お客様第一主義の実践　　4.良き企業市民としての行動
5.職場秩序の維持・向上

誠　創　和経営理念

大きな企業より強い企業の実現経営方針

倫理基本方針

To Our Shareholders

ごあいさつ

誠実

創造 調和

代表取締役社長　関口 忠

P. 1 ごあいさつ

P. 2 財務ハイライト

P. 3  営業の概況 
 部門別の状況 

P. 4 四半期財務諸表

P. 5 店舗一覧

P. 6 会社概要

目次　 Contents

1

010_0325901602411.indd   1 2012/10/09   13:50:35



Financial Highl ights

財務ハイライト
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■ 第2四半期累計期間　　■ 通期

売 上 高

四半期（当期）純利益又は純損失

総 資 産

経 常 利 益

１株当たり四半期（当期）純利益又は純損失

純 資 産
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商品部門別
売上高構成比

Operating Overview

営業の概況　  部門別の状況  

春先の低温、風雨等の天候不順から園芸、農業資材
関連が立ち遅れたものの、５月には植物、野菜の売上
とともに回復し、また、建築資材や金物、工具は堅調
に推移いたしました。売上高は100億７百万円（前年
同四半期比0.7%減）となりました。

売 上 高
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猛暑から飲料は好調に推移いたしましたが、カー用
品、自転車は昨年の震災特需の反動が大きく影響し、
レジャー関連は６～７月の低温により低調となりまし
た。売上高は34億５百万円（前年同四半期比9.2%減）
となりました。

売 上 高
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７月後半からの猛暑により、扇風機、すだれ等の商
品は売上が回復したものの、６～７月の低温で制汗剤、
冷感寝具等の季節商品は動きが遅れたほか、昨年の震
災・節電・地デジ特需の反動から日用品、家電品は低
調となりました。売上高は53億３千８百万円（前年
同四半期比4.5%減）となりました。

売 上 高
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商品部門別 売上高 構成比 前年同四半期比

DIY用品 10,007 52.9% △0.7%

家庭用品 5,338 28.2 △4.5

カー用品・自転車・
レジャー用品 3,405 18.0 △9.2

その他 179 0.9 20.9

合　計 18,929 100.0 △3.2

カー用品・自転車・
レジャー用品
18.0%

家庭用品
28.2%

その他
0.9%

DIY用品
52.9%
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Financial Statements

四半期財務諸表

■ 四半期貸借対照表（要旨）

■ 四半期損益計算書（要旨） ■ 四半期キャッシュ・フロー計算書（要旨）

単位：百万円、百万円未満切り捨て

単位：百万円、百万円未満切り捨て単位：百万円、百万円未満切り捨て

科　目 当第2四半期
会計期間末

前第2四半期
会計期間末

前事業
年度末

■ 資産の部

　流動資産 8,366 9,022 9,152

　固定資産 11,935 11,360 11,523

　　有形固定資産 6,348 5,396 5,721

　　無形固定資産 331 292 300

　　投資その他の資産 5,255 5,671 5,501

　資産合計 20,301 20,383 20,676

科　目 当第2四半期
累計期間

前第2四半期
累計期間 前事業年度

売上高 18,929 19,562 38,361
売上原価 13,919 14,199 28,187
売上総利益 5,009 5,362 10,174
販売費及び一般管理費 4,638 4,598 9,463
営業利益 371 764 710
営業外収益 359 390 750
営業外費用 204 223 423
経常利益 526 931 1,037
特別利益 — 3 9
特別損失 93 164 293
税引前四半期（当期）
純利益 433 770 752

　 法人税、住民税及び
　事業税 181 410 437

　法人税等調整額 1 △ 2 △ 24
四半期（当期）純利益 251 363 340

科　目 当第2四半期
会計期間末

前第2四半期
会計期間末

前事業
年度末

■ 負債の部

　流動負債 7,293 8,011 8,239
　固定負債 2,597 2,017 2,088
　負債合計 9,890 10,028 10,328

■ 純資産の部

　株主資本 10,387 10,325 10,302
　　資本金 2,921 2,921 2,921
　　資本剰余金 3,558 3,558 3,558
　　利益剰余金 3,943 3,881 3,858
　　自己株式 △ 36 △ 36 △ 36
　評価・換算差額等 24 29 45
　純資産合計 10,411 10,354 10,348
　負債・純資産合計 20,301 20,383 20,676

科　目 当第2四半期
累計期間

前第2四半期
累計期間 前事業年度

営業活動による
キャッシュ・フロー 756 1,291 841

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 469 △ 526 △ 1,246

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 554 △ 187 563

現金及び現金同等物の
増減額 △ 267 578 158

現金及び現金同等物の
期首残高 1,225 1,066 1,066

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 958 1,645 1,225
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Store List

店舗一覧（平成24年8月20日現在）

栃　木　県 東　京　都

神奈川県

ホームセンター
セキチュー

カー用品専門店
オートウェイ

自転車専門店
サイクルワールド

●高崎店
●高崎矢中店
●前橋関根店
●前橋駒形店
●前橋大利根店
●伊勢崎茂呂店
●桐生南店

●大間々店
●藤岡インター南店
●富岡店
●安中店
●沼田店
●中之条店

●�高崎店
●大間々店
●富岡バイパス店

●渋川車検センター

●宇都宮駒生店
●�岡本店
●�鹿沼店
●�小山店
●�上三川店

●新小岩店
●南千住店
●保木間店
●西高島平店

●横浜みなとみらい店

（東松山高坂店）

（大間々店）

（保木間店）

群　馬　県 埼　玉　県

�●戸田公園駅東口店
●川口芝店

●上尾店
●川越南古谷店
●狭山北入曽店
●東松山高坂店

●熊谷小島店
●行田店
●花園店
●本庄店

群馬県エリア

17店舗

栃木県エリア

5店舗

埼玉県エリア

10店舗

東京都エリア

4店舗
神奈川県エリア

1店舗
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Corporate Profi le

会社概要（平成24年8月20日現在）

社 名 株式会社セキチュー

本 社 〒370－1201
群馬県高崎市倉賀野町4531番地１
TEL 027－345－1111（大代表）

資 本 金 29億2千１百万円

創 業 文化3年（1806年）

設 立 昭和27年4月「関口木材株式会社」
 昭和52年7月「株式会社セキチュー」
に社名変更

従業員数 社員　472名
パート、アルバイト社員　661名
	 （8時間換算）

事業内容 ● ホームセンターセキチュー
● カー用品専門店オートウェイ
● 自転車専門店サイクルワールド
上記の経営を通じ、地域の皆様の暮ら
しと快適な住まいづくりに貢献してお
ります。

役 員 代表取締役
社 長 関　口　　　忠
代表取締役
常 務 関　口　忠　弘
取 締 役 吉　田　清　彦
取 締 役 藤　井　康　平
取 締 役 長谷川　義　仁
常勤監査役 茂　木　利　夫
監 査 役 原　口　　　博
監 査 役 小松原　　　卓

会社の概況 株式の状況

（注）1. 取締役藤井康平および長谷川義仁の両氏は、社外
取締役であります。

2. 監査役茂木利夫、原口博および小松原卓の各氏は、 
社外監査役であります。

大株主
株主名 持株数（千株） 議決権比率（％）

有限会社サウス企画 5,015 45.4

セキチュー取引先持株会 1,193 10.8

アトム総業株式会社 570 5.1

株式会社群馬銀行 397 3.5

セキチュー従業員持株会 342 3.0

関口忠弘 330 2.9

関口　忠 330 2.9

関口礼子 329 2.9

プロスペクト ジャパン 
ファンド リミテッド 281 2.5

株式会社しまむら 233 2.1

所有者別
株式数の
分布状況

発行可能株式総数 25,000,000 株
発行済株式の総数 11,172,300 株
株主数 715 名

金融商品取引業者
0.12%

金融機関
6.07%

個人・その他
35.28%

外国法人等
2.52%

その他法人
56.01%

（注）議決権比率は、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。
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 株主優待
毎年2月20日現在の株主名簿に記載または記録された1,000
株以上ご所有の株主様に対し、毎年6月に下記優待品をご送
付いたします。

　● 3,000円分の自社商品券
　● 自社取扱商品
　● 洗剤セット
上記から1点を選択

株主優待・ホームページ・
オンラインショップのご案内

株主メモ

株式会社セキチュー
SEKICHU Co., Ltd.

〒370⊖1201　群馬県高崎市倉賀野町4531番地1
TEL 027⊖345⊖1111（大代表）　FAX 027⊖345⊖1110

事 業 年 度 2月21日～翌年2月20日

期末配当金受領株主
確 定 日

2月20日

中間配当金受領株主
確 定 日

8月20日

定 時 株 主 総 会 毎年5月

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137－8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号
TEL 0120－232－711（通話料無料）

上場金融商品取引所 大阪証券取引所（JASDAQ スタンダード）

公 告 掲 載 紙 東京都において発行される日本経済新聞

■ ご注意
1．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原
則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることと
なっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合せくだ
さい。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませ
んのでご注意ください。

2．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三
菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座
の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合せください。
なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払い
いたします。

http://www.sekichu.co.jpインターネットアドレス

http://www.sekichu.com/インターネットアドレス

 オンラインショップ －セキチュードットコム－

ホームセンターセキチュー
ならではの厳選した商品を、
日本全国のお客様が自宅に
居ながら、いつでもお買い
物ができる手軽さと楽しさ
を提供しております。

 ホームページ
当社ホームページでは、｢店
舗のご案内」をはじめ「新
着情報」や「おすすめ情報」
等、さまざまな情報を掲載
しております。是非、ご覧
ください。
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