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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 102,411 △2.8 4,541 11.1 4,479 8.8 2,591 0.8
21年3月期第2四半期 105,323 ― 4,087 ― 4,119 ― 2,570 ―

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

22年3月期第2四半期 133.48 ―

21年3月期第2四半期 132.41 ―

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

22年3月期第2四半期 76,540 34,454 44.8 1,765.37
21年3月期 73,800 32,300 43.5 1,654.67

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  34,276百万円 21年3月期  32,126百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 20.00 ― 23.00 43.00
22年3月期 ― 21.50

22年3月期 
（予想）

― 21.50 43.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 209,300 0.5 8,680 6.3 8,480 4.1 4,780 1.6 246.19
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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、５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） 

(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 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
・業績予想の前提となる条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 20,006,861株 21年3月期  20,006,861株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  591,006株 21年3月期  590,896株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 19,415,892株 21年3月期第2四半期 19,416,920株

2



 

 

【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、政府の景気対策等により在庫調整が進んだことなど

から、４月～６月には景気は底打ちをするなど明るい兆しもみられましたが、企業収益は厳しい状

況が続いており、失業率も過去最高水準となるなど雇用情勢は一段と厳しさを増しております。個

人消費につきましても補助金等により一部には持ち直しの動きがみられるものの、国内物価が下落

を続けるなかで、デフレ感が強まっております。 

小売業界におきましては、生活防衛意識の高まりから消費は低迷しており、その結果、業種・業

態を問わず、低価格競争が激化しております。 

このような環境のなか、当社グループは、特にスーパーマーケット事業部門におきましては、第

６次中期経営計画（以下「第６次中計」という。）の初年度として、第２ステージ・第２の創業の

基本経営戦略であります『豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケットの充実』に向けて各施策

に取り組みました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は102,411百万円（前年同期比2.8％減）、営業

利益は4,541百万円（同11.1％増）、経常利益は4,479百万円（同8.8％増）、四半期純利益は2,591

百万円（同0.8％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。 

〔スーパーマーケット事業部門〕 

スーパーマーケット事業部門では、『ミールソリューション』と『価格コンシャス』を共通テ

ーマに掲げ、以下の具体的な目標（通期）を設定し取り組んでまいりました。 

○商品開発の強化 

○ＭＤ（マーチャンダイジング：商品計画全般）のレベルアップ 

○新エリア戦略の構築と小型店新フォーマットの具体化 

○プロ人材の育成 

○売上高2,000億円達成キャンペーンの積極展開 

販売面におきましては、お客様の価格意識の強まりおよび競合の低価格政策に対応し、売上高

2,000億円達成キャンペーンなど販促を強化し、購買頻度の高い商品を中心に価格対策を実施いた

しました。 

商品面では、生鮮部門において、新たな産地の開発や地方市場の開拓などを積極的に行ない、

近海魚や地元野菜などで具体的な成果があがっております。また、日配部門において、新たにセ

ミアップグレードのヤオコー独自商品の開発にも着手しました。これまでの基本商品である納豆、

豆腐などの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。）に加えて、価値ある美

味しいものを値頃でお客様に提供することに努力いたしました。 

デリカ部門につきましては、競合が低価格帯商品にシフトしていくなか、基本戦略であります

出来たて作りたての美味しい商品、価値ある商品の製造小売りに徹するとともに、新しいＭＤの

開発、商品のグレードアップに取り組んでまいりました。 

人材の育成につきましても、昨年スタートした店長塾（店長向け実践教育セミナー）を今期は

さらに計画的に広げ、次長クラスやＭＤ部門スタッフなどに組織的に展開し、成果をあげており

ます。 

食の安全・安心に関しましては、ＰＢを中心に商品仕様書の整備を進め、食品工場の点検等必

要な体制の整備を進めました。また、社内にプロジェクトチームを立ち上げ、新型インフルエン

ザ対策の検討、準備を行ないました。 
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店舗につきましては、中期的な観点から小型店新フォーマットおよびそれに対応したＭＤの開

発の検討を進めるとともに、９月に新座店（埼玉県新座市）を開設いたしました。同地区におい

ては初めての出店となりましたが、開店以来お客様の大きなご支持をいただき予想以上の好成績

を維持しております。また、店舗改装につきましては、お客様のご支持の高い惣菜のおはぎコー

ナーやサラダステーションなどの導入を４店舗について実施いたしました。 

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、群馬県10店舗、

茨城県８店舗、栃木県５店舗、東京都１店舗の計100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98,445百万円（前年同期

比1.4％増）、営業利益は4,316百万円（同11.9％増）となりました。 

 

〔調剤薬局事業部門〕 

調剤薬局事業部門につきましては、安定的な収益計上により、営業収益は3,966百万円（前年同

期比7.1％増）、営業利益は224百万円（同75.7％増）となりました。(９月末現在店舗総数34店) 

 

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2,739百万円増加して

76,540百万円となりました。これは主に、土地の購入等により有形固定資産が増加したためです。 

（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585百万円増加して42,085

百万円となりました。これは主に、借入金の増加によるものです。 

（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2,154百万円増加して

34,454百万円となりました。これは主に、四半期純利益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（以下「資金」という。）は、前連結

会計年度末に比べ1,383百万円減少し、4,107百万円となりました。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 

営業活動の結果、得られた資金は、3,915百万円（前年同期比776百万円増）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上によるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、使用した資金は、5,312百万円（同3,674百万円増）となりました。これは

主に、新規店舗開設に伴う建物及び土地の取得によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、得られた資金は、13百万円（同391百万円増）となりました。これは主に、

借入金の増加によるものです。 
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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きましては、デフレ感が強まるなか、生き残りをかけた激しい低価

格競争を中心に厳しい経営環境が予想されますが、当社は基本経営戦略を守り、第６次中計に基づ

いて、『豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケットの充実』に向けて努力してまいります。通

期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績が、概ね予定通りに推移している

ことから、平成21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 

該当事項はありません。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,168 5,587

売掛金 1,766 1,723

商品及び製品 4,064 3,942

原材料及び貯蔵品 131 139

繰延税金資産 1,105 1,077

その他 2,543 3,081

流動資産合計 13,779 15,552

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,112 17,028

土地 22,268 16,606

その他（純額） 6,147 6,871

有形固定資産合計 45,528 40,507

無形固定資産 1,096 1,113

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,031 975

差入保証金 12,826 13,155

その他 2,278 2,496

投資その他の資産合計 16,136 16,627

固定資産合計 62,761 58,248

資産合計 76,540 73,800
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,343 11,729

短期借入金 4,300 2,100

1年内返済予定の長期借入金 1,759 2,629

未払費用 3,572 4,206

未払法人税等 2,013 1,710

賞与引当金 1,989 1,725

商品券回収損引当金 18 18

その他 1,754 1,182

流動負債合計 26,750 25,302

固定負債   

長期借入金 5,578 6,258

再評価に係る繰延税金負債 68 68

退職給付引当金 1,307 1,259

役員退職慰労引当金 258 255

預り保証金 5,077 5,456

その他 3,043 2,898

固定負債合計 15,334 16,197

負債合計 42,085 41,500

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 32,846 30,700

自己株式 △1,382 △1,381

株主資本合計 39,270 37,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 △7

土地再評価差額金 △4,992 △4,991

評価・換算差額等合計 △4,994 △4,998

少数株主持分 178 173

純資産合計 34,454 32,300

負債純資産合計 76,540 73,800
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 101,124 98,016

売上原価 72,223 69,973

売上総利益 28,901 28,042

営業収入 4,198 4,395

営業総利益 33,100 32,438

販売費及び一般管理費   

配送費 1,897 1,891

広告宣伝費 930 941

給料及び手当 11,343 11,146

賞与引当金繰入額 2,000 1,985

退職給付費用 742 623

水道光熱費 1,813 1,534

地代家賃 3,599 3,422

減価償却費 1,155 1,248

その他 5,530 5,103

販売費及び一般管理費合計 29,012 27,896

営業利益 4,087 4,541

営業外収益   

受取利息 97 76

受取配当金 2 7

その他 29 40

営業外収益合計 129 125

営業外費用   

支払利息 91 169

その他 6 17

営業外費用合計 98 187

経常利益 4,119 4,479

特別利益   

賃貸借契約違約金収入 － 22

関係会社株式売却益 557 －

その他 25 7

特別利益合計 583 30

特別損失   

固定資産除却損 － 3

減損損失 137 －

賃貸借契約解約損 － 3

その他 156 3

特別損失合計 294 10

税金等調整前四半期純利益 4,408 4,498

法人税、住民税及び事業税 2,013 1,973

法人税等調整額 △194 △87

法人税等合計 1,819 1,885

少数株主利益 18 21

四半期純利益 2,570 2,591
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 4,498

減価償却費 1,159 1,258

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 47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22 3

受取利息及び受取配当金 △99 △84

支払利息 91 169

固定資産除却損 45 3

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 △42

たな卸資産の増減額（△は増加） △254 △113

仕入債務の増減額（△は減少） △228 △386

未払又は未収消費税等の増減額 122 231

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 76 △396

その他 227 515

小計 5,088 5,705

利息及び配当金の受取額 31 25

利息の支払額 △77 △141

法人税等の支払額 △1,903 △1,673

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,138 3,915

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 △60

定期預金の払戻による収入 1,996 96

有形固定資産の取得による支出 △2,398 △5,842

有形固定資産の売却による収入 13 6

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 △11

差入保証金の回収による収入 493 449

その他 △98 49

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,637 △5,312

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 2,200

長期借入金の返済による支出 △1,383 △1,549

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △427 △446

リース債務の返済による支出 － △174

少数株主への配当金の支払額 △16 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △378 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,121 △1,383

現金及び現金同等物の期首残高 5,928 5,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,050 4,107
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(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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