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ごあいさつ

スローガン

5. 職場秩序の維持・向上

暮らしもっと楽しく　快適な住まいづくりのお手伝い

●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

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

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

　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６７期第２四半期（平成２９年２月２１日から平成２９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２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による
経済政策や金融政策を背景に国内の雇用情勢・所得環境は
緩やかな改善基調にありますが、新興国の成長鈍化や中東
及び朝鮮半島の情勢不安、欧米の政策動向による景気下振れ
リスクが存在し、依然として先行き不透明な状況にあります。
　ホームセンター業界におきましても、他業態との垣根を
超えた競争の激化や人員の不足感の高まりを受け、一層厳しい
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「感謝の気持ちと新たな
挑戦でお客様の「できた！」を創りだそう」を当事業年度の
テーマに掲げ、地域の皆様にご愛顧いただける店舗づくりに
努め立地・商圏に適合した品揃えの拡大、実演や体験型の
売場を積極的に取り入れた売場づくりを行い、お客様に楽しい
暮らしを提案できる企業となるべく取り組みを進めてまいり
ました。
　店舗政策につきましては、企業収益の向上と体質の強化を
目的として、店舗のスクラップ＆ビルドを実施しました。１店舗を
開店（３月「ホームセンターせんげん台西店」）、１店舗を閉鎖（８月

「ホームセンター横浜みなと
みらい店」）した結果、平成２９
年８月２０日現在では、３０店舗
となりました。
　以上の結果、当第２四半期
累計期間の売上高は１６３億
７千２百 万 円（ 前 年 同 期 比
３．３％減）となりました。営業
利益は２億９千５百万円（同
41.5％減）、経常利益は3億
5千5百万円（同36.7％減）、
四半期純利益は2億８百万円

（同33.6％減）となり、減収減益となりました。
　今後の見通しにつきましては、業態を超えた更なる競争の
激化が予想され、厳しい経営環境が続くものと予想されます。
このような経営環境のもと、当社におきましては、立地、商圏に
適合した品揃えへの変更による既存店の競争力強化策、
新店舗の展開、サービスレベル向上を目的とした社員教育等
により、お客様に支持される品揃えとサービスを提供できる

「地域一番店」を目指してまいります。
　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29年10月

代表取締役社長  関口 忠弘

■ 株主の皆様へ T o  O u r  S h a r e h o l d e r s
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■ ■ 第2四半期累計期間　■ 通期

■ 財務ハイライト F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s
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　品揃えの見直しを行い、家電品を中心に堅調に推移致しましたが、季節
品の不振が大きく、インテリア、日用品の売上が低調に推移し、売上高は 
47億4千2百万円（前年同期比1.7％減）となりました。

家庭用品
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　売場の拡大を行った飲料・食品は堅調に推移致しましたが、天候の影響も
あり、レジャー・自転車の売上が低調に推移し、売上高は26億4千4百万円

（前年同期比3.8％減）となりました。

カー用品・自転車・
レジャー用品

　主力である木材・資材・金物等が天候や市場環境の変化により低調に
推移致しました。植物・園芸用品は堅調に推移致しましたが、全体を補
うには至らず、売上高は87億5千7百万円（前年同期比4.4％減）となりま
した。
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売上高  ■ ■ 第2四半期累計期間　■ 通期 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）

売上高  ■ ■ 第2四半期累計期間　■ 通期 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）

売上高  ■ ■ 第2四半期累計期間　■ 通期 （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（％） 前年同期比（％）

DIY用品 8,757 53.5 △4.4
家庭用品 4,742 29.0 △1.7

カー用品・自転車・レジャー用品 2,644 16.1 △3.8
その他 226 1.4 16.0
合　計 16,372 100.0 △3.3

　新店舗オープンや既存店の改装を行って売上の底上げを図りましたが、旗艦店である横浜みなとみらい店の閉店や天候の
影響もあり、売上は低調に推移致しました。

その他 1.4%

16.1%

家庭用品
29.0%

DIY用品
53.5%

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、家電品等

■ 営業の概況（部門別の状況） R e v i e w  o f  O p e r a t i o n s
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科　目 前第2四半期
累計期間

当第2四半期
累計期間

売上高 16,930 16,372
売上原価 12,013 11,667
売上総利益 4,916 4,705
不動産賃貸収入 285 316
営業総利益 5,202 5,021
販売費及び一般管理費 4,697 4,725
営業利益 505 295
営業外収益 61 70
営業外費用 5 10
経常利益 561 355
特別損失 ─ 26
税引前四半期純利益 561 328
　法人税、住民税及び事業税 157 78
　法人税等調整額 90 41
四半期純利益 313 208

四半期損益計算書 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）

区　分 前第2四半期
累計期間

当第2四半期
累計期間

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,242 648
投資活動によるキャッシュ・フロー △183 △576
財務活動によるキャッシュ・フロー △732 476
現金及び現金同等物の増減額 326 547
現金及び現金同等物の期首残高 797 979
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,124 1,527

四半期キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円、百万円未満切り捨て）

■ 四半期財務諸表（要旨） F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s

四半期貸借対照表
科　目 前事業年度末 当第2四半期

会計期間末

資産の部

　流動資産 7,709 8,223
　固定資産 11,772 12,097
　　有形固定資産 6,678 6,968
　　無形固定資産 722 686
　　投資その他の資産 4,372 4,442
　資産合計 19,482 20,320
負債の部

　流動負債 6,843 6,996
　固定負債 1,348 1,928
　負債合計 8,192 8,925
純資産の部

　株主資本 11,137 11,236
　　資本金 2,921 2,921
　　資本剰余金 3,558 3,558
　　利益剰余金 4,862 4,962
　　自己株式 △204 △205
　評価・換算差額等 152 159
　純資産合計 11,289 11,395
　負債・純資産合計 19,482 20,320

（単位：百万円、百万円未満切り捨て）
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夏休み工作大会・ワークショップ  開催！
　毎年ご好評いただいている工作大会。今年もホームセンター計
14店舗で開催しました！
　また、今期は各店舗に於きま
して、ワークショップを開催し、ブラ
ンドビジョン「あなたのできた！を
創りだす。」の実現に向けた取り
組みを行っています。

■トピックス T o p i c s

■ 会社の概況  （平成29年8月20日現在）　　
役員 代表取締役社長 関　口　忠　弘

専務取締役 長谷川　義　仁
取締役 山　岸　　　茂
取締役 伊　藤　　　泰
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338名　嘱託社員69名

パート、アルバイト社員568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） 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。

http://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

電話でセキチュー

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出来る手軽さと楽しさ
を提供しております。

お客様の買い物の便利性を高めるサービスのひとつとして、チラシ連動型の
電話受注サービスを行っております。

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。

「店舗イベント情報」や「お知らせ情報」など、
さまざまな情報を掲載しております。是非、
ご覧ください。

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

セキチューせんげん台西店  オープン！
　平成29年3月17日に埼玉県越谷市千間台にセキチューせんげん台
西店をオープンしました。以前出店していた地域ということもあり、

「セキチューの開店を心待
ちにしていた」との温かい
お言葉を多数いただきま
した。
　今後も地域の皆様の期待
に添えるように、スタッフ
一同励んでまいります。
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●ホームセンター セキチュー

（沼田恩田店）

●カー用品専門店  オートウェイ

（大間々店）

●自転車専門店 サイクルワールド

（保木間店）

■ 店 舗 一 覧   （平成29年8月20日現在）　　 S t o r e  L i s t

●セキチュー
宇都宮駒生店
 岡本店
鹿沼店  

栃木県

●セキチュー
柏の葉十余二店

千葉県

東京都エリア
4店舗

埼玉県エリア
8店舗

千葉県エリア
1店舗

栃木県エリア
3店舗

群馬県エリア
14店舗

●セキチュー 
高崎店 
高崎矢中店
前橋関根店
前橋駒形店
伊勢崎茂呂店
桐生南店 
大間々店
藤岡インター南店

群馬県
富岡店
安中店
沼田恩田店

●オートウェイ
高崎店
大間々店
富岡バイパス店

●セキチュー
鶴川店  

●サイクルワールド
新小岩店
保木間店
南千住店

東京都

埼玉県
●セキチュー
上尾店
川越南古谷店
花園インター店
熊谷小島店
狭山北入曽店

東松山高坂店
せんげん台西店

●サイクルワールド
戸田公園駅東口店

●セキチュー 流山おおたかの森店 （10月末オープン予定）
千葉県

●セキチュー 上田菅平インター店 （11月末オープン予定）
長野県

新店舗情報
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第67期
中間報告書

平成29年2月21日 ▶ 平成29年8月20日

●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。

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。

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 新東京郵便局私書箱第29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

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 559名

所有者別株式数の分布状況

個人・その他
35.26%

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

http://www.sekichu.co.jp

外国法人等
0.03%

その他法人
58.46%

（注） 持株比率は、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） 持株比率（％）

有限会社サウス企画 5,015,000 44.8
セキチュー取引先持株会 1,547,800 13.8
アトム総業株式会社 570,320 5.1
株式会社しまむら 550,000 4.9
株式会社セキチュー 400,315 3.5
株式会社群馬銀行 397,600 3.5
関口　礼子 334,206 2.9
関口　忠弘 330,111 2.9
セキチュー従業員持株会 241,574 2.1
株式会社足利銀行 202,800 1.8

金融機関
6.15%金融商品

取引業者
0.10%

■ 株主メモ

■ 株式の状況  （平成29年8月20日現在）
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