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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 105,323 ― 4,087 ― 4,119 ― 2,570 ―

20年3月期第2四半期 99,548 5.9 3,864 16.5 3,849 17.1 2,123 15.4

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

21年3月期第2四半期 132.41 ―

20年3月期第2四半期 111.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 65,492 30,544 46.4 1,565.41
20年3月期 65,302 28,511 43.3 1,456.12

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  30,394百万円 20年3月期  28,273百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 18.00 ― 22.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

営業収益 営業利益 経常利益 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 209,200 3.4 8,050 3.0 8,000 2.5 4,360 3.1 224.55

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異
なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会社基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  20,006,861株 20年3月期  20,006,861株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  590,432株 20年3月期  589,676株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  19,416,920株 20年3月期第2四半期  19,099,397株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の我が国経済は、米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプラ

イムローン）問題に端を発した金融不安が次第に深刻化し、９月の米国大手証券会社の経営破綻

以降、世界的な株安が進行するなど世界同時不況の様相を呈しております。企業業績は、円高の

進展も相まって輸出企業中心に急速に悪化しつつあり、先行き懸念が広がっております。 

スーパーマーケット業界におきましても、出店競争が続くなか、一方で大手ＧＭＳの店舗閉鎖

などの動きも出はじめております。また、個人の可処分所得が減る中で、価格競争は激しさを増

しております。さらに、事故米の不正流通問題や中国製乳製品の有害化学物質メラミン混入問題

など食の安全に対する消費者の不信が高まっており、厳しい経営環境が続いております。 

このような環境の中で、当社グループは、特にスーパーマーケット事業部門において、第５次

中期経営計画（以下、第５次中計という。）のテーマであります「ヤオコーブランドの確立」に

向けて各施策に取組みました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は105,323百万円（前年同期比5.8％増）、営

業利益は4,087百万円（同5.8％増）、経常利益は4,119百万円（同7.0％増）、四半期純利益は

2,570百万円（同21.1％増）となりました。 

 

事業部門別の営業の状況は以下のとおりです。なお、カルチャー事業部門の㈱ワイシーシーに

つきましては、当社グループとして、今後スーパーマーケット事業に経営資源を集中するため、

９月30日をもって当社が保有しておりました同社の全株式をブックオフコーポレーション㈱に売

却いたしました。 

 

〔スーパーマーケット事業部門〕 
当第２四半期連結累計期間は、第５次中計の最終年度として、その基本経営戦略に基づき、

以下の具体的な目標（通期）を設定し取組んでまいりました。 
イ．販売計画の充実 
ロ．顧客目線での商品開発、ストアブランドづくり 
ハ．時間帯ＭＤ（マーチャンダイジング：商品計画全般）の徹底 
ニ．チームで仕事、「感動と笑顔の祭典」の横展開 
ホ．１００店舗に向け新店の成功 
販売面におきましては、食料品価格が値上がりする中で、お客様の価格意識の強まりに対応

して、購買頻度の高い商品を中心に販促の強化などの価格対策を実施いたしました。 
商品面につきましては、生鮮部門において、青果の物流の見直しによる鮮度アップの取組み

や精肉におけるオーストラリアビーフのブランド化、さらには鮮魚における市場商品の強化な
どに取組みました。グロッサリー部門においては、納豆、豆腐などプライベートブランド商品
（当社の商品基準に沿って作られた開発商品。当社では「The Marketplace」とネーミングし
ております。以下、ＰＢという。）の大幅な見直しを実施いたしました。 
また、デリカ部門につきましては、主力商品の強化と新商品の開発を進めるとともに、従来

から取組んでおります各種ショップの確立にも努力してまいりました。 
食の安全・安心に関しましては、各店の衛生点検の強化、適正表示の徹底、ＰＢを中心に商

品仕様書の整備と食品工場の点検等必要な対策を実施いたしております。 
店舗につきましては、４月に四街道店（千葉県四街道市）を開設いたしました。これは牧の

原モア店と並んで千葉県東部エリアのネットワーク強化の一環であります。また、店舗改装に
つきましても、８店舗について実施いたしました。改装の内容は、お客様の支持の高い鮮魚の
対面コーナー、惣菜の鉄板焼コーナーの導入などであります。 
なお、当第２四半期連結累計期間末の店舗数は、埼玉県64店舗、千葉県12店舗、茨城県９店

舗、群馬県８店舗、栃木県５店舗、東京都１店舗の計99店舗となりました。 
以上によりまして、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益は97,125百万円（前年同

期比6.2％増）、営業利益は3,858百万円（同3.6％増）となり、おかげさまで既存店の売上高
が期中を通して昨年実績を上回るなど比較的順調に推移いたしました。 
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〔カルチャー事業部門〕 
当第２四半期連結累計期間は、安定的な利益確保を図るべく経営の効率化を推進し、特に販

売管理費の削減に取組んだ結果、営業収益は4,272百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益は
100百万円（同411.3％増）となりました。 
なお、㈱ワイシーシーの全株式を９月30日に売却したことにより、上記経営成績は同日まで

の実績となっております。 
 

〔調剤薬局事業部門〕 
当第２四半期連結累計期間は、調剤専門会社として安定的な収益計上により、営業収益は

3,704百万円（前年同期比7.4％増）、営業利益は128百万円（同5.8％増）となりました。(９
月末現在店舗総数34店) 

 
〔会員制宅配事業部門〕 

当第２四半期連結累計期間は、宅配料金の見直しや経費の削減等に取組んだ結果、営業収益
は222百万円（前年同期比22.1％減）、営業利益は0百万円（前年同期実績0百万円）となりま
した。 

 
※なお、文中の前年同期増減率（前年同期の金額）は参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より190百万円増加して

65,492百万円となりました。これは主に、土地の取得による有形固定資産の増加と連結子会社で

あった㈱ワイシーシーの連結除外に伴う減少によるものです。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より1,842百万円減少して

34,948百万円となりました。これは主に、連結子会社であった㈱ワイシーシーの連結除外に伴う

減少と借入金及び買掛金の減少によるものです。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末より2,032百万円増加して

30,544百万円となりました。これは主に、当四半期純利益（累計）の計上による利益剰余金の増

加によるものです。 

 

（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は、7,050百万円（前連結会計年度

末比1,121百万円の増加）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

おりです。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,138百万円の増加となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益（累計）及び減価償却費の増加によるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,637百万円の減少となりました。これは主に、

新規店舗の開設等に伴う建物及び店舗用地の取得による支出、子会社株式の売却収入による

ものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、378百万円の減少となりました。これは主に、配

当金の支払によるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

スーパーマーケット業界においては、本格的な商品値上げの一方で、引き続き価格競争の激化

が予想されるなど価格政策を中心に厳しい経営環境が予想されます。当社は第５次中計の最終年

度として、その経営目標の実現に向けて取組んでおり、当第２四半期連結累計期間の業績につい

ては、概ね予定通りに推移していることから、通期の業績予想につきましては、平成20年５月７

日に公表した期初の予想を変更しておりません。 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法に

よっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定して

おります。なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 

 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 7,111  6,025

  売掛金 1,583  1,636

  商品 4,061  5,022

  半製品 8  8

  原材料 114  98

  繰延税金資産 1,089  1,015

  その他 2,945  3,344

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 16,914  17,150

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 16,429  16,775

   土地 11,429  10,104

   その他（純額） 2,081  2,002

   有形固定資産合計 29,940  28,882

  無形固定資産 1,233  1,292

  投資その他の資産  

   繰延税金資産 969  960

   差入保証金 13,862  14,454

   その他 2,571  2,563

   投資その他の資産合計 17,404  17,977

  固定資産合計 48,578  48,152

 資産合計 65,492  65,302
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 11,588  12,230

  短期借入金 1,950  2,050

  １年内返済予定の長期借入金 1,926  2,041

  未払費用 3,791  4,061

  未払法人税等 2,058  1,911

  賞与引当金 1,929  1,709

  商品券回収損引当金 17  18

  その他 963  973

  流動負債合計 24,225  24,996

 固定負債  

  長期借入金 3,220  4,588

  再評価に係る繰延税金負債 69  87

  退職給付引当金 1,209  1,245

  役員退職慰労引当金 246  269

  預り保証金 5,448  5,054

  その他 529  549

  固定負債合計 10,723  11,794

 負債合計 34,948  36,790

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,199  4,199

  資本剰余金 3,606  3,606

  利益剰余金 28,952  27,138

  自己株式 △1,380  △1,377

  株主資本合計 35,378  33,567

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 6  26

  土地再評価差額金 △4,990  △5,320

  評価・換算差額等合計 △4,984  △5,293

 少数株主持分 149  237

 純資産合計 30,544  28,511

負債純資産合計 65,492  65,302
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(2) 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) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  101,124

売上原価  72,223

売上総利益  28,901

営業収入  4,198

営業総利益  33,100

販売費及び一般管理費  

 配送費  1,897

 広告宣伝費  930

 給料及び手当  11,343

 賞与引当金繰入額  2,000

 退職給付費用  742

 水道光熱費  1,813

 地代家賃  3,599

 減価償却費  1,155

 その他  5,530

 販売費及び一般管理費合計  29,012

営業利益  4,087

営業外収益  

 受取利息  97

 受取配当金  2

 その他  29

 営業外収益合計  129

営業外費用  

 支払利息  91

 その他  6

 営業外費用合計  98

経常利益  4,119
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当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

特別利益  

 関係会社株式売却益  557

 その他  25

 特別利益合計  583

特別損失  

 減損損失  137

 その他  156

 特別損失合計  294

税金等調整前四半期純利益  4,408

法人税、住民税及び事業税  2,013

法人税等調整額  △194

法人税等合計  1,819

少数株主利益  18

四半期純利益  2,570
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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) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 4,408

 減価償却費 1,159

 減損損失 137

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △36

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22

 受取利息及び受取配当金 △99

 支払利息 91

 有形固定資産除却損 45

 関係会社株式売却損益（△は益） △557

 売上債権の増減額（△は増加） 18

 たな卸資産の増減額（△は増加） △254

 仕入債務の増減額（△は減少） △228

 未払又は未収消費税等の増減額 122

 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 76

 その他 227

 小計 5,088

 利息及び配当金の受取額 31

 利息の支払額 △77

 法人税等の支払額 △1,903

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,138

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △1,960

 定期預金の払戻による収入 1,996

 有形固定資産の取得による支出 △2,398

 有形固定資産の売却による収入 13

 投資有価証券の取得による支出 △198

 投資有価証券の売却及び償還による収入 103

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる収入 

789

 差入保証金の差入による支出 △379

 差入保証金の回収による収入 493

 その他 △98

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,637
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当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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） 1,450

 長期借入金の返済による支出 △1,383

 自己株式の取得による支出 △2

 配当金の支払額 △427

 少数株主への配当金の支払額 △16

 財務活動によるキャッシュ・フロー △378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,121

現金及び現金同等物の期首残高 5,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,050
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

(5) 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。 
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【参考】 

 

＜前年同四半期に係る財務諸表＞ 

(1) 中間連結損益計算書 

                       （単位；百万円、％） 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

区分 金額 百分比 

Ⅰ 売上高 95,582 100.0

Ⅱ 売上原価 68,439 71.6

   売上総利益 27,143 28.4

Ⅲ 営業収入 3,965 4.1

   物流センター収入 2,772 

   不動産賃貸収入等 1,193 

   営業総利益 31,109 32.5

Ⅳ 販売費及び一般管理費 27,244 28.5

   営業利益 3,864 4.0

Ⅴ 営業外収益 147 0.2

  受取利息及び配当金 96 

   その他 50 

Ⅵ 営業外費用 162 0.2

  支払利息 107 

   その他 55 

   経常利益 3,849 4.0

Ⅶ 特別利益 58 0.1

Ⅷ 特別損失 103 0.1

   税金等調整前中間純利益 3,804 4.0

   法人税、住民税及び事業税 1,612 1.7

   法人税等調整額 56 0.1

   少数株主利益 12 0.0

   中間純利益 2,123 2.2
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                            （単位：百万円） 

                      

前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間純利益 3,804 

減価償却費 1,210 

退職給付引当金の増加額 34 

役員退職慰労引当金の増加額（又は減少額） △292 

貸倒引当金の増加額 0 

受取利息及び受取配当金 △96 

支払利息 107 

売上債権の増加額（又は減少額） 265 

たな卸資産の増加額（又は減少額） △28 

仕入債務の増加額 126 

有形固定資産除却損 4 

預り保証金・敷金の増加額（又は減少額） 206 

未払消費税等の増加額（又は減少額） △424 

その他 △722 

    小計 4,193 

利息及び配当金の受取額 34 

利息の支払額 △80 

法人税等の支払額 △1,310 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,837 
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                          （単位：百万円） 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

区分 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △60 

定期預金の払戻による収入 96 

有形固定資産等の売却による収入 0 

有形固定資産の取得による支出 △2,499 

その他固定資産の取得による支出 △50 

その他 126 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,387 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金による純増加額 50 

長期借入金の返済による支出 △1,188 

自己株式処分による収入 0 

自己株式取得による支出 △1 

配当金の支払額 △943 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,081 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,631 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,379 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 4,747 
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