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重ねるとともに、広告宣
伝費等の販売費及び一
般管理費の削減に努めた
結果、営業利益は３億１千
１百万円（前期比17.3％
増）、経常利益は６億６千８
百 万 円（ 前 期 比2 1.2％
増）、当期純利益は２億４千
１百万円（前期比74.5％
増）となりました。
　今後の見通しにつきま
しては、消費税増税の影響もあり厳しい経営環境は続くものと
思われます。このような競争環境にありますが、当社はお客様
の信頼にお応え出来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26年5月

　株主の皆様には、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63期（平成２５年2月２１日から平成２6年2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。
　当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策及び
日本銀行の金融政策により円高が是正され輸出関連企業を
中心に企業収益が改善し、株価の上昇も進み、景気は緩やかな
回復基調で推移しました。
　ホームセンター業界におきましては、円安の進行により輸入
価格が上昇する中、同業者間の競争のみならず、業態を超えた
競争が一段と激しくなり、厳しい経営環境が続いております。
　このような状況のもと、当社は「顧客満足に向けた変革
の年」をテーマに現場力の強化に取り組み、「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。
　以上の結果、当事業年度の売上高は357億８千８百万円

（前期比2.8％減）となりました。商品仕入原価の低減努力を

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
経営方針 大きな企業より強い企業の実現

倫理基本方針

代表取締役社長 関口 忠弘

●株主の皆様へ

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

To Our Shareholders
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ごあいさつ

全員参加の経営を旨とし、
地域社会との調和をはかる

経営理念 誠　創　和
誠実

調和創造

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
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●財務ハイライト Financial Highlights

第63期
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■売上高 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）
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■経常利益 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）
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■当期純利益又は純損失 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）
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■純資産 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）
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■総資産 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）
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■１株当たり当期純利益又は純損失 （単位：円）
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●営業の概況（部門別の状況） 

　家庭用品、日用品、家電品ともに天候不順が続いた結果、低調に
推移いたしました。
　売上高は、104億４千６百万円(前期比5.3％減）となりました。

家庭用品

第63期
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　タイヤ販売等は好調に推移しましたが、音響機器・カー用品・自転
車販売が、低調に推移いたしました。
　売上高は、66億６千３百万円(前期比4.5％減）となりました。

カー用品・自転車・
レジャー用品

　リフォーム関連は順調に推移したものの、園芸・農業資材で売上が
低迷しました。
　売上高は、183億３千万円(前期比0.8％減)となりました。

DIY用品

第63期
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Review of Operations

■売上高 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）

■売上高 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）

■売上高 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）

●商品部門別売上高
商品部門別 売上高（百万円） 構成比（％） 前期比（％）
DIY用品 18,330 51.2 △0.8
家庭用品 10,446 29.2 △5.3

カー用品・自転車・レジャー用品 6,663 18.6 △4.5
その他 347 1.0 0.9
合　計 35,788 100.0 △2.8

　当事業年度は、消費税増税前の駆け込み需要の影響により、リフォーム関連や建材・資材等の一部商品の売上が堅調に推移しまし
たが、当社の営業エリアでは、年間を通じて不安定な天候となり、よしず、すだれ、暖房用品等の季節商品の販売が計画通りには進まず
低調となりました。特に、平成26年2月の関東甲信地方の大雪は、群馬エリアでは120年ぶりと言われる記録的な大雪となり、交通網の
寸断等で店舗営業に影響を受けるとともに、一部店舗の資産に甚大な被害がありました。

その他 1.0%

18.6%

家庭用品
29.2%

DIY用品
51.2%

カー用品・自転車・
レジャー用品

( )カー用品、自転車、レジャー用品、
飲料、文具、カウンター、灯油等、
カー用品専門店、自転車専門店

( )木材、石材、建築資材、リフォーム、
エクステリア、DIY、ワーキング、
園芸、農業資材、植物、ペット、電材等 ( )家庭用品、日用品、インテリア用品、

収納用品、家電品、たばこ等
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●財務諸表（要旨） （単位：百万円、百万円未満切り捨て）

●貸借対照表
科　目 前事業年度末 当事業年度末

資産の部
　流動資産 7,669 7,720
　固定資産 12,123 11,751
　　有形固定資産 6,765 6,528
　　無形固定資産 322 349
　　投資その他の資産 5,035 4,873
　資産合計 19,793 19,472
負債の部
　流動負債 7,095 7,020
　固定負債 2,374 1,950
　負債合計 9,470 8,971
純資産の部
　株主資本 10,274 10,404
　　資本金 2,921 2,921
　　資本剰余金 3,558 3,558
　　利益剰余金 3,830 3,961
　　自己株式 △ 36 △37
　評価・換算差額等 48 96
　純資産合計 10,323 10,500
　負債・純資産合計 19,793 19,472

科　目 前事業年度 当事業年度

売上高 36,836 35,788
売上原価 27,274 26,240
売上総利益 9,562 9,548
販売費及び一般管理費 9,296 9,236
営業利益 265 311
営業外収益 712 742
営業外費用 427 386
経常利益 551 668
特別損失 150 297
税引前当期純利益 400 371
　 法人税、住民税及び事業税 168 209
　法人税等調整額 94 △79
当期純利益 138 241

●損益計算書

科　目 前事業年度 当事業年度

営業活動によるキャッシュ・フロー 94 974
投資活動によるキャッシュ・フロー △676 159
財務活動によるキャッシュ・フロー △157 △988
現金及び現金同等物の増減額 △739 146
現金及び現金同等物の期首残高 1,225 485
現金及び現金同等物の期末残高 485 632

●キャッシュ・フロー計算書

Financial Statements

当事業年度
株主資本 評価・換算差額等

純資産合計資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,921 3,558 272 3,437 121 △36 10,274 48 48 10,323
当期変動額
　剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ △110 ─ △110 ─ ─ △110
　当期純利益 ─ ─ ─ ─ 241 ─ 241 ─ ─ 241
　自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ △0 △0 ─ ─ △0
　株主資本以外の項目
　の当期変動額(純額) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 48 48 48
当期変動額合計 ─ ─ ─ ─ 130 △0 129 48 48 177
当期末残高 2,921 3,558 272 3,437 251 △37 10,404 96 96 10,500

●株主資本等変動計算書

4

010_0325901302605.indd   4 2014/05/01   11:34:37



http://www.sekichu.com
ホームページ オンラインショップ −セキチュードットコム− 出店型オンラインショップ

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。

多様化した顧客ニーズに対応するため、モール型
ECサイトへも積極的に出店し、多くの品揃えで
提供しております。

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。

■ホームセンター  セキチュー ■リフォーム  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

（花園インター店）

（大間々店） （南柏東口店）

●店舗一覧 （平成26年2月20日現在）

千葉県
南柏東口店
埼玉県
戸田公園駅東口店 川口芝店
東京都
新小岩店 保木間店
南千住店

群馬県
高崎店 富岡バイパス店
大間々店 渋川店車検センター

群馬県
高崎店 大間々店
高崎矢中店 藤岡インター南店
前橋関根店 富岡店
前橋駒形店 安中店
前橋大利根店 沼田店
伊勢崎茂呂店 中之条店
桐生南店

群馬県
高崎店 伊勢崎茂呂店
高崎矢中店 大間々店
前橋関根店 藤岡インター南店
前橋駒形店 富岡店
前橋大利根店 安中店

埼玉県
上尾店 熊谷小島店
川越南古谷店 行田店
狭山北入曽店 花園インター店
東松山高坂店 本庄店
栃木県
宇都宮駒生店  鹿沼店
 岡本店  上三川店
神奈川県
横浜みなとみらい店

埼玉県
上尾店 東松山高坂店
川越南古谷店 熊谷小島店
狭山北入曽店 花園インター店
栃木県 神奈川県
岡本店 横浜みなとみらい店

上記以外の店舗でもリフォームのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

Store List

http://www.sekichu.co.jp
http://www.rakuten.ne.jp/gold/sekichu/
セキチュー楽天市場店

http://store.shopping.yahoo.co.jp/sekichu/
セキチューヤフー店
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高崎市を応援します～高崎まちなかコミュ
ニティサイクルへ協賛、高崎駅新幹線下り
ホームに『ようこそ、高崎へ』広告看板設置

●トピックス

地域貢献活動「住まいのお手入れ教室」
「夏休み工作教室」を開催
　地域密着企業として地域貢献活動を行って
おります。そのひとつが、公民館を利用した「住ま
いのお手入れ教室」と題して弊社のＤＩＹアドバイ
ザー社員が、ふすま・障子紙・網戸の貼り替えや
住まいの補修、汚れ落とし、洗剤の使い方などの
講習を行っています。
　夏休みには、ホームセンター26店舗で子供
達が日ごろ中々手にする機会のない道具を使って自分の手でものを作る
工作教室を開催しています。こちらもDIYアドバイザー社員により、参加
いただいた親子に一生懸命指導しています。「群馬ダイヤモンドペガサス」「図南サッカークラブ」の

オフィシャルスポンサーとして協賛
　ヤクルト、巨人、横浜でプレーしたアレックス・ラミレス選手が、群馬ダイ
ヤモンドペガサスにコーチ兼任で入団しました。「BCリーグ」優勝を目指す、
さらに強化された同チームを引き続き応援していきます。また、前橋市を本
拠地として関東サッカーリーグKSL
でトップチームの“tonan前橋”も優
勝を目指しています。地域貢献とし
て小中学生のサッカー教室も開催
している「図南サッカークラブ」も応
援していきます。

　高崎駅西口市内中心の無料貸し出し自転車、通称
「高チャリ」に協賛しています。高崎市の
新しい取り組みを応援していきます。ま
た、高崎駅新幹線下りホームに降りる乗
客の方の目にとまる「ようこそ、高崎へ」

広告看板を設置しました。これからも地域貢献に力をいれていきます。

全36店舗へのAED設置およびAED普及活動への協賛
　当社では、３６店舗のサービスカウンターにAEDを
設置してお客様の安全確保に努めています。また、
新春ドリームマッチ群馬２０１４〜remember松田直
樹〜（１月１２日正田醤油スタジアム群馬）のAED普
及活動に協賛しました。大会２回目を迎え、岡田武史
氏（元サッカー日本代表監督）、中田英寿氏も参加。
AED講習会も開催され「いざという時」の対応を観
客へ実演し普及をアピールしました。

Topics

会社の概況　（平成2６年２月20日現在）
役員 代表取締役会長 関　口　　　忠

代表取締役社長 関　口　忠　弘
取締役 長谷川　義　仁
取締役 室　田　善　弘
常勤監査役 鬼　形　克　己
監査役 原　口　　　博
監査役 小松原　　　卓

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467名　パート、アルバイト社員657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。

（注） 1. 取締役 長谷川義仁氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役 鬼形克己、原口博および小松原卓の各氏は、社外監査役であります。

本年6月で上場20周年を迎えます
平成6年6月、日本証券業協会店頭登録（現ジャスダック上場）
から本年6月で20周年を迎えます。
これもひとえに皆様方のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

（平成26年5月14日現在）
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環境保全のため植物油インキを使用して印刷しています。

●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月に右記
優待品をご送付いたします。
右記から1点を選択となります。

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

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、左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。

株主メモ
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 東京証券取引所（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

3,000円分の
自社商品券 自社取扱商品 洗剤セット

株式の状況
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 701名

（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。

大株主
株主名 持株数（株） 議決権比率（％）

有限会社サウス企画 5,015,000 45.4
セキチュー取引先持株会 1,331,800 12.0
アトム総業株式会社 570,320 5.1
株式会社群馬銀行 397,600 3.5
株式会社しまむら 362,000 3.2
関口忠弘 330,111 2.9
関口　忠 330,026 2.9
関口礼子 329,180 2.9
セキチュー従業員持株会 293,568 2.6
株式会社足利銀行 202,800 1.8

●所有者別株式数の分布状況

外国法人等
1.20%

個人・その他
35.77%

その他法人
56.90%

金融商品
取引業者
0.03%

金融機関
6.10%
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