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株主の皆様へ
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取締役社長

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　ここに当社グループの第55期（平成27年4月1日から平成28
年3月31日まで）の営業の概況と決算につきましてご報告申し
あげます。

業績の概要
　当連結会計年度における我が国経済は、各種政策の効果によ
り企業収益や雇用情勢の改善が進み、景気は緩やかな回復基調
が続きました。
　ホームセンター業界におきましては、消費税増税による個人
消費への影響が長期化していることに加え、ネット通販や異業種
も含めた販売競争もあり厳しい状況が続いております。
　このような状況の中で当社グループは、地域の人々の快適な
住まい・暮らしをサポートする企業グループを目指しホームセン
ター専門店化への推進、既存店の競争力強化を図るとともに、
新たな事業領域の確立に向けた取り組みや、地域のお客様に支
持される施策の充実に努めました。
　店舗につきましては、平成27年5月、工具、建築資材等を取り
扱うプロショップ5店舗目の「ハードストック沼津」をオープンし成
長事業の拡大を図ったのに続き、9月には、「ジャンボエンチョー
藤枝店」に園芸・農業資材館の「グリーンストック」を併設し、より
専門性を高めた地域密着店舗への深耕を図りました。
　また、同月、「カーサ駿東店」におきましても、オープン30周年
を機に集客の向上を目的とした改装を実施したほか、12月には、
「ジャンボエンチョー富士西店」を改装し、家庭園芸用品の強化や
生活シーンに合わせた売場提案など、より地域特性を活かした
店舗への変更を実施しました。
　企画面では、DIYに興味のある女性を対象に県内各地でDIY
スクールを開講する「DIY女子倶楽部」を本年度は50回開講した
ほか、当社のDIYアドバイザーが出張開催する「出張DIY教室」を
同じく70回開催し、DIYを楽しく感じていただける企画を通じ、

新たな顧客づくりと来店動機の創出に努めました。
　その他、買物環境の利便性向上として、高齢者など会員登録
された方のカタログ注文商品を自宅までお届けする「らくらく宅
配サービス」や、楽天市場店などネットショップ3店舗に出店する
「エンチョーホームショッピング」の取り組みを推進しました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は40,343百万円（前
期比97.2％）、経常利益は209百万円（前期比243.9％）、親会社
株主に帰属する当期純利益は90百万円（前期比799.3％）とな
りました。

今後の見通し
　今後の経済動向につきましては、景気は引き続き緩やかな回復
に向かうことが期待されるものの、中国をはじめとする新興国の
景気の下振れ懸念など、先行き不透明な状況は続くものと思われ
ます。
　このような状況下で当社グループは、これまでに蓄積された当
社の強みを最大限に活用し、地域特性を重視した独自性のある店
舗の展開や、特定の商品分野を分離、独立させた特長ある店舗へ
の変更など、新たな店舗フォーマットの開拓にも注力し事業基盤
の強化に努めてまいります。
　また、当社グループの成長事業と位置づけるプロショップの出
店を促進し、地盤地域のドミナント化および収益基盤の確立に向
け取り組みを強化してまいります。
　加えて、シニア層の拡大、ライフスタイルの変化といった消費
環境の変化にも機敏に対応するため、定番商品の活性化策を継
続し、品揃え・価格・陳列方法を見直すとともに、速やかな検証、試
行を通して幅広いお客様に支持されるよう満足度の向上に努め
てまいります。
　その他、効率化への構造改革に取り組み、現行の商品部門構成
を商品の用途に即した部門構成に変更することで、魅力的な売場
づくりとお客様の利便性向上に貢献していくほか、商品原価の低
減による粗利益率の改善、在庫管理の最適化に取り組んでまいり
ます。
　なお、当社は本年11月、株式上場30年周年（昭和61年11月株
式店頭登録（現JASDAQ上場））を迎えます。これもひとえに当社
を支えてくださった皆様の長年にわたるご支援の賜物と心より感
謝申しあげます。
　株主様には、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願
い申しあげます。



事業別の概況
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専門店事業

　専門店事業では、商品の
相乗効果を意識した売場提
案、住宅メーカーとのタイ
アップの強化、スタッフの商品知識の向上に努めたほか、3店舗の改
装と10店舗の免税店対応を実施しました。

ホームセンター事業 売上高構成比

89.4%ホームセンター事業 7.8%専門店事業

2.8%その他の事業

54.8%DIY用品 31.0%家庭用品

カー・レジャー用品 3.6%

▌売上高
360 億 65 百万円

前期比97.0％

▌売上高
31 億 37 百万円

前期比94.6％

　その他の事業には、木材
およびＤＩＹ関連商品の卸売
事業、ソフトウェアの開発・
販売事業、ショッピングセンターの運営管理およびビルメンテナン
ス業務の受託事業等が含まれておりますが、各事業において売上増
となりました。

その他の事業
▌売上高

11 億 40 百万円

前期比115.8％

■ DIY用品 ■

　リフォーム、住宅設備関連では、建築需要の減少が続く中で建築
資材の販売が低調だったほか、主力のガス器具の販売も伸び悩みま
した。
　エクステリア、園芸用品関連では、原油価格の下落や暖冬基調に
より灯油販売が減少した一方、花壇材、用土等の園芸資材は伸長し
ました。
　塗料、工具関連では、屋根用塗料等の機能性塗料の展開を強化し
たほか、主要電動工具メーカーの取り扱いを追加したことにより販
売は伸長しました。
　ペット用品関連では、ペットの健康管理に対応したフードを強化し
たほか、小動物の即売会等のイベントによる集客を図り堅調に推移
しました。

▌売上高 221 億 02百万円 前期比 98.4％

■ 家庭用品 ■

　日用品、雑貨関連では、暖冬基調により鍋などの器物が低調だった
ほか、洗剤等の消耗品も価格競争が進行し苦戦しました。
　収納、文具用品関連では、個人番号制度の施行に伴う関連商品や
新たな生活提案等の企画商品は販売増となったものの、組立家具や
収納用品は不振でした。
　インテリア、電気用品関連では、取り扱いの見直しを行った調理家
電が好調に推移した一方、暖冬基調により敷物や石油暖房が不振
だったほか、LEDの価格低下により照明器具も販売減となりました。

▌売上高 125 億 16百万円 前期比 94.5％

■ カー・レジャー用品 ■

　カー、レジャー用品では、洗車用品、補修用品が伸長した一方、芳
香剤等の車内小物は伸び悩みました。また、自転車の販売も苦戦しま
した。

▌売上高 14 億 45百万円 前期比 96.7％



連結財務諸表（要旨）
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　　目 第55期
平成28年3月31日現在

第54期
平成27年3月31日現在

（資産の部）
流動資産 14,222 14,107
固定資産 25,001 25,831
資産合計 39,223 39,939

（負債の部）
流動負債 16,478 18,230
固定負債 13,706 12,431
負債合計 30,184 30,661

（純資産の部）
株主資本 9,007 9,054

資本金 2,902 2,902
資本剰余金 3,435 3,435
利益剰余金 2,685 2,731
自己株式 △15 △15

その他の包括利益累計額 31 223
純資産合計 9,039 9,277
負債・純資産合計 39,223 39,939

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

科　　目
第55期

平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

株　主　資　本 その他の包括利益累計額
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

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
当連結会計年度期首残高 2,902 3,435 2,731 △15 9,054 143 79 223 9,277
当連結会計年度変動額
剰余金の配当 △136 △136 △136
親会社株主に帰属する当期純利益 90 90 90
自己株式の取得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） △77 △114 △191 △191
当連結会計年度変動額合計 ― ― △45 △0 △46 △77 △114 △191 △238
当連結会計年度末残高 2,902 3,435 2,685 △15 9,007 66 △34 31 9,039

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

連結損益計算書

科　　目
第55期

平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

第54期
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

売上高 40,343 41,494
売上原価 28,840 29,641
売上総利益 11,502 11,853
営業収入 1,154 1,174
営業総利益 12,657 13,027
販売費及び一般管理費 12,231 12,746
営業利益 425 281
営業外収益 101 133
営業外費用 316 328
経常利益 209 85
特別利益 37 107
特別損失 14 62
税金等調整前当期純利益 232 130
法人税、住民税及び事業税 50 38
法人税等調整額 90 81
当期純利益 90 11
親会社株主に帰属する当期純利益 90 11

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）
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連結売上高 （単位：百万円）
通期

連結営業利益 （単位：百万円）
通期

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）
通期

店舗数 （単位：店）
専門店事業ホームセンター事業

カーサ
ジャンボエンチョー

ズースクエア
スウェン

ホームアシスト

カーサ＆スウェン
ハードストック

Point

連結貸借対照表
◦……商品が200百万円減少した一方、現金および預金が428百万円増加し、流動
資産は114百万円増加しました。また、建設仮勘定が209百万円、敷金および
保証金が172百万円、投資有価証券が129百万円減少し、固定資産は829
百万円減少しました。

◦……短期借入金が958百万円、その他の流動負債が450百万円減少し、流動負債
は1,752百万円減少しました。また、リース債務が195百万円、社債150百万
円が減少した一方、長期借入金が1,639百万円増加し、固定負債は1,274百万
円増加しました。

連結損益計算書
◦……消費税増税による影響の長期化などにより、売上高は1,151百万円減少しま
した。

◦……利益面では、営業利益が143百万円、経常利益が123百万円、親会社株主に帰
属する当期純利益が79百万円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
◦……主な要因は、税金等調整前当期純利益232百万円、減価償却費888百万円に
よるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー
◦……主な要因は、有形固定資産の取得による支出438百万円、敷金・保証金の回収
による収入173百万円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
◦……主な要因は、短期借入金の純増加額730百万円、長期借入による収入4,397
百万円、長期借入金の返済による支出4,481百万円、ファイナンス・リース債
務の返済による支出505百万円によるものであります。

科　　目
第55期

平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

第54期
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 861 △673

投資活動による
キャッシュ・フロー △114 8

財務活動による
キャッシュ・フロー △315 124

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △3 2

現金及び現金同等物の
増減額 428 △537

現金及び現金同等物の
期首残高 1,831 2,369

現金及び現金同等物の
期末残高 2,259 1,831

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書



トピックス
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1月30日、31日の両日、ツインメッセ静岡で「エン
チョーDIY祭り」が開催されました。会場では第22回
DIYグランプリの入賞作品の展示や授賞式、ラジオパー
ソナリティとのトークショー、お楽しみ抽選会、テレビ
番組の公開収録などが行われたほか、体験コーナーやお
取引先の販売コーナーも多数出展し、多くの来場者に楽
しんでいただけた2日間となりました。

植物を豊富に取り揃えた屋外売場 開放的な店内

DIYグランプリ入賞作品の展示コーナー オリジナルプレートの作成体験コーナー

10月24日、25日の2日間、キラメッセぬまづでライフス
タイルフェスタが開催されました。
同フェスタは、インテリア×キッチン「カーサ」の開店
30周年を記念したライフスタイル提案イベントで、ア
ウトドアショップ
「スウェン」も協賛
し、「家遊び・外遊
び」を楽しむため
の「アイデア」「ア
イテム」「ヒント」
を提案しました。

園芸・農業資材館
「グリーンストック」オープン

「ジャンボエンチョー富士西店」
リニューアルオープン
12月2日、「ジャンボエンチョー富士西店」がリニューア
ルオープンしました。屋外売場は園芸、植物とガーデニ
ング資材とを効果的に組み合わせた売場構成で関連商
品の相乗効果を高めました。また、店内では、商品棚の高
さを低く抑え見渡しをよくしたほか、生活シーンに相応
した商品陳列の方法を採用し、買いまわりの改善を図り
ました。

9月16日、「ジャンボエンチョー藤枝店」に園芸・農業資
材館の「グリーンストック」がオープンしました。肥料や
農薬などの取扱いを大幅に強化したほか、機械類やトラ
クターなどホームセンターでは取扱いのない商材も充
実させ、同店は地
域に根差した独自
性のある店づくり
を進めています。
今後も、さまざま
なご要望に対応
し、ご期待にお応
えできるよう努め
てまいります。

グリーンストックの館内

カーサ＆スウェン…アウトレットコーナー

カーサ30周年記念大感謝イベント
ライフスタイルフェスタ開催

2016エンチョーDIY祭り
第22回エンチョーDIYグランプリ作品展示会



DIY活動報告 ネットワーク（平成28年6月29日現在）

6

… ホームセンター事業

静岡県　東部
ジャンボエンチョー富士店
ジャンボエンチョー沼津店
ジャンボエンチョー富士西店
ジャンボエンチョー富士宮店
ジャンボエンチョー御殿場店
ホームアシスト
ハードストック沼津
　（平成27年5月9日開店）
静岡県　中部
ジャンボエンチョー静岡店
ジャンボエンチョー相良店
ジャンボエンチョー清水店
ジャンボエンチョー藤枝店
ジャンボエンチョー清水鳥坂店
ジャンボエンチョー下川原店
ジャンボエンチョー島田店
ホームアシスト清水駒越店
ハードストック焼津
ハードストック吉田
ズースクエア静岡店
静岡県　西部
ジャンボエンチョー掛川店
ジャンボエンチョー浜松店
ジャンボエンチョー浜松南店
ジャンボエンチョー菊川店
ジャンボエンチョー湖西店
ジャンボエンチョー磐田店
ジャンボエンチョーきらりタウン浜北店
ハードストック浜松
ハードストック浜松早出
愛知県
ジャンボエンチョー鳴海店
ジャンボエンチョー蟹江店
ジャンボエンチョー高蔵寺店
ジャンボエンチョー岡崎店
ジャンボエンチョー豊橋神野店

… 専門店事業

神奈川県
カーサ…アピタ長津田店
カーサ…リコ…ボーノ相模大野店
カーサ…リコ…富岳登山店
静岡県　東部
カーサ駿東店
カーサ富士店
カーサ…リコ
カーサ…アピタ富士吉原店
スウェン三島店
スウェン…クロスガーデン富士中央店
スウェン…イオンモール富士宮店
静岡県　中部
カーサ七間町店
カーサ…ベイドリーム清水店
スウェン清水店
カーサ＆スウェン島田店
静岡県　西部
スウェン浜松店
スウェン袋井店
カーサ＆スウェン…イオンモール浜松市野店
カーサ＆スウェンららぽーと磐田店
愛知県
スウェン…エアポートウォーク名古屋店
スウェン…ヒルズウォーク徳重店
スウェン…ラグーナ蒲郡店
スウェン…ナディアパーク栄店

… ショッピングセンター

静岡県
ベイドリーム清水

1月20日、沼津市立愛鷹小学校、PTA家庭教育学級様の講座
に出張しました。参加者は27名で木工工作のマルチツール
ボックス作りに挑戦。「サシガ
ネやノコギリに触れるのは初
めて」という方もいらっしゃ
いましたが、「今までDIYをや
りたかったので今回できてう
れしい！」といった声も聞か
れ、和やかな雰囲気に包まれ
た中での活動となりました。

2月6日、ベイドリーム清水の会議室において、第90回DIY女子
倶楽部が開催されました。参加者は14名で、塩ビパイプを使用
したアイアン風3段ラックの
作成に挑戦。塩ビパイプを
カット、組み立てた後に棚板
をアンティーク風に仕上げパ
イプを塗装しました。完成し
た作品は参加者のご自宅で、
素敵なアイテムとして活躍し
てくれるものと思います。

DIY女子倶楽部の参加者

DIYアドバイザーから説明を受ける
参加者

新しいサービス始めました
「きほんプラン」
と「生活フィット
プラン」の2つの
料金プランから
お選びいただけ
ます。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

個人・その他
5,827,668株（42.5％）

その他の法人
6,225,523株（45.4％）

金融機関
1,625,430株（11.8％）

自己株式
35,843株（0.3％）

金融商品取引業者
531株（0.0％）

所有者別株式数

商　　号………株式会社エンチョー（ENCHO…CO.,LTD）
設　　立………昭和37年7月19日
本　　店……………静岡県富士市中央町二丁目12番12号（〒417-0052）
資 本 金………29億295万円
従業員数……………503名（連結） 426名（単体） 出向者、準社員、パート

タイマー等を除く
事業目的……………DIY用品（園芸、木材、エクステリア、塗料、工具等）、…

家庭用品（日用品、インテリア、電気用品、文具等）、…
レジャー用品（自転車、自転車用品、カー用品、レジャー
用品等）の販売、住宅のリフォーム請負

子 会 社…………株式会社ジャンボ、株式会社システック、…
株式会社ジェイ・イー・サービス、株式会社ブロス

会社の概要
発行可能株式総数…………………………………… 24,000,000株
発行済株式の総数…………………………………… 13,714,995株
株主数………………………………………………………… 1,276名
大株主
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
株式会社無量寿 3,031 22.16
エンチョー共栄会 1,970 14.40
ユニーグループ・ホールディングス株式会社 1,235 9.03
株式会社三井住友銀行 666 4.87
エンチョー従業員持株会 570 4.17
遠藤健夫 411 3.01
遠藤敏東 407 2.98
山種不動産株式会社 232 1.70
株式会社三菱東京UFJ銀行 182 1.33
株式会社静岡銀行 176 1.29
（注）持株比率は自己株式（35,843株）を控除して計算しております。

株式の状況
企業情報　（平成28年3月31日現在）

役　 員 （平成28年６月29日）
代表取締役
取締役社長……遠 藤 健 夫

常務取締役……小野田　智　則
常務取締役……長谷川　英　一
取 締 役……遠 藤 秀 男
取 締 役……貫 名 信 行
社外取締役……仁 瓶 眞 平

常勤監査役……望 月 　 洋
社外監査役……吉 田 龍 美
社外監査役……新 保 昌 義
執行役員……佐 野 憲 作
執行役員……中 村 晴 隆
執行役員……渡 邊 泰 司

株主メモ
事業年度 4月1日～翌年3月31日
期末配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日
定時株主総会 毎年6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　東京都江東区東砂七丁目10番11号
Tel　0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所
公告の方法 電子公告により行う
公告掲載URL http://www.encho.co.jp/ir/ectaison.html

（ただし、電子公告によることができない事故、その
他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新
聞に公告いたします。）

（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。


