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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 107,577 5.0 4,380 △3.6 4,302 △4.0 2,274 △12.2

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

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

23年3月期第2四半期 117.17 ―

22年3月期第2四半期 133.48 ―

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

23年3月期第2四半期 85,793 38,113 44.2 1,952.39
22年3月期 80,299 36,299 45.0 1,859.18

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  37,905百万円 22年3月期  36,097百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 21.50 ― 23.50 45.00

23年3月期 ― 22.50

23年3月期 
（予想）

― 22.50 45.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 217,000 5.1 9,125 6.1 8,885 5.0 4,970 3.0 255.98



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務
諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
添付資料Ｐ.4「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 20,006,861株 22年3月期  20,006,861株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  591,742株 22年3月期  591,276株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 19,415,371株 22年3月期2Q 19,415,892株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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、企業収益の改善等により景気は全体として持ち直

してきており、自律的回復に向けた動きも見られますが、デフレや円高の進行さらには失業率が

高水準にあるなど厳しい状況にあります。 

個人消費は、経済対策の効果もあって一部持ち直しの傾向にあり、消費者マインドに改善も見

られますが、スーパーマーケット業界におきましては、デフレが続くなか低価格志向は変わらず、

依然として価格競争･安売り競争が続いております。 

このような環境の下、当社グループは、スーパーマーケット事業におきまして、第６次中期経

営計画（以下「第６次中計」という。）の２年目として、また同時に、当社創業120周年の節目

の年として、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』

の実現と第２の創業・第２のステージに向けて各種施策を実施いたしました。 

特に販売面では、期初から創業120周年キャンペーンセールを行なうとともに、新店３店舗の

開設、既存店３店舗の改装を実施するなど営業の強化を図りました。また一方、コスト削減につ

いても引き続き徹底して取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は107,577百万円（前年同期比5.0％増）、営

業利益は4,380百万円（同3.6％減）、経常利益は4,302百万円（同4.0％減）、四半期純利益は 

2,274百万円（同12.2％減）となりました。 

セグメント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〕 

当期は、第６次中計の基本方針であります『ミールソリューション』と『価格コンシャ

ス』をベースとして、以下の２点を重点テーマに掲げて取り組んでまいりました。 

ⅰ）『ヤオコーらしい独自商品の開発』と『ミールソリューションの強化』 

ⅱ）『人材開発と生産性のアップ』 

 

先ず、『ヤオコーらしい独自商品の開発』につきましては、生鮮部門において近隣漁港か

らの高鮮度商品の産地直送や産直野菜の拡大など引き続き産地・地方市場開拓に積極的に取

り組みました。グロッサリー部門においても、パン、デザート、乳製品など日配食品分野を

中心に、メーカーとのタイアップや生産者の協力を得て、味や品質にこだわったヤオコー独

自仕様によるプライベートブランド商品の開発・リニューアルを政策的に進め、お客様のご

支持をいただいております。 

同時に、低価格競争時代に対応し価格政策も大きく見直しを行いました。具体的には価格

コンシャスを徹底するという観点から、競合他社の価格調査も踏まえ、従来よりは価格帯を

広げ、頻度品の下限価格を引き下げるとともに中心価格帯より少し上のセミアップグレード

商品の品揃えも強化し、より広いお客様のニーズに対応できるようにいたしました。 

また、『ミールソリューションの強化』につきましては、３月の組織改正で新設されたミ

ールソリューション部のスタッフが中心となって、店長塾やＭＤ塾などの実地研修の場など

を通して、カスタマー視点に立った売場づくりや商品開発などに積極的に取り組んでまいり

ました。その結果、ディスカウント業態にはないヤオコー独自の提案型の魅力ある売場を実

現しております。 

デリカ部門（㈱三味）につきましては、従来から進めております主力商品・ＭＤのレベル

アップ、ショップ化・専門店化による差別化に加え、原価低減などコストダウンにも注力い

たしました。 
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さらに、『人材開発と生産性のアップ』につきましては、昨年12月に発足いたしました 

経営改革推進本部において、人事制度改革と生産性向上についてプロジェクトチームを立ち

上げ、関係各部で検討してまいりました。その結果、早急に改善すべき点について順次見直

しを行っております。具体的には、人材の教育・育成について、体系的・計画的な教育・育

成プランを新たに導入するとともに、店舗作業の標準化を中心に生産性向上にも取り組んで

まいりました。当社の大きな課題であります生産性の向上とそれを支える人材の育成をセッ

トにして今後とも重点的に取り組んでまいります。 

経費削減につきましても、引き続き販売･事務消耗品から店舗施設関係経費まで全般に亘っ

て発注方法、仕様の見直しなど徹底したコスト削減に努め、成果を上げております。 

食の安全・安心に関しましては、各店の衛生点検や適正表示の徹底、プライベートブラン

ド商品を中心とした商品仕様書の整備と食品工場の点検など必要な対策を推進いたしました。 

店舗につきましては、４月に桐生境野店（群馬県桐生市）、７月に草加原町店（埼玉県草

加市）、９月に鴻巣吹上店（埼玉県鴻巣市）の３店舗を開設いたしました。また、店舗改装

につきましては、お客様のご要望の大きい惣菜のショップなどの導入を３店舗について実施

いたしました。 

なお、当期末の店舗数は、埼玉県68店舗、千葉県12店舗、群馬県12店舗、茨城県８店舗、

栃木県５店舗、東京都２店舗の計107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103,477百万円（前年

同期比5.1％増）、営業利益は4,152百万円（同3.8％減）となりました。 

注）「ミールソリューション」とは、お客様の毎日の食事の献立の提案や料理のアドバイスなど食事

に関する問題の解決のお手伝いをすること。 
「価格コンシャス」とはお客様が買い易い値段、値頃を常に意識して価格設定を行なうこと。 

 

〔その他(調剤薬局事業)〕 

調剤薬局事業の㈱日本アポックにつきましては、２店舗の新規出店に加え、既存店も前期

実績を維持したことなどにより、当期の営業収益は4,099百万円（前年同期比3.4％増）、営

業利益は227百万円（同1.1％増）となりました(平成22年９月末現在店舗数37店舗)。 

 

(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5,494百万円増加し

て85,793百万円となりました。これは主に、新規出店に係る投資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3,680百万円増加して

47,680百万円となりました。これは主に、資産除去債務、買掛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1,813百万円増加し

て38,113百万円となりました。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。 
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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、一段と円高が進行し景気の先行き懸念が強まるな

か、引き続き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、当社は第６次中計の

基本経営戦略に基づいて、『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22年５月６日に公表した期初の予想を変更しておりませ

ん。 

 

２．その他の情報 

(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 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ38百万円減少し、税

金等調整前四半期純利益は481百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は1,174百万円であります。 
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３．四半期連結財務諸表 
(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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,742 4,384

売掛金 2,062 1,918

有価証券 1,800 －

商品及び製品 4,513 4,203

原材料及び貯蔵品 136 140

繰延税金資産 1,216 1,022

その他 3,004 2,884

流動資産合計 16,475 14,552

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,722 17,711

土地 24,913 25,031

その他（純額） 8,024 5,523

有形固定資産合計 51,660 48,266

無形固定資産 1,330 1,162

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,277 1,069

差入保証金 12,578 12,846

その他 2,472 2,403

投資その他の資産合計 16,327 16,318

固定資産合計 69,318 65,746

資産合計 85,793 80,299
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(単位：百万円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,580 11,858

短期借入金 4,500 4,500

1年内返済予定の長期借入金 959 1,259

未払費用 4,089 4,021

未払法人税等 2,194 2,085

賞与引当金 2,055 1,800

商品券回収損引当金 20 20

その他 2,059 1,839

流動負債合計 28,460 27,385

固定負債   

長期借入金 7,319 6,399

再評価に係る繰延税金負債 66 66

退職給付引当金 1,443 1,385

役員退職慰労引当金 280 269

資産除去債務 1,226 －

預り保証金 4,903 5,014

その他 3,981 3,480

固定負債合計 19,220 16,614

負債合計 47,680 43,999

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 36,486 34,667

自己株式 △1,384 △1,382

株主資本合計 42,908 41,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7 1

土地再評価差額金 △4,995 △4,995

評価・換算差額等合計 △5,003 △4,994

少数株主持分 207 202

純資産合計 38,113 36,299

負債純資産合計 85,793 80,299
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 98,016 102,967

売上原価 69,973 73,658

売上総利益 28,042 29,308

営業収入 4,395 4,610

営業総利益 32,438 33,918

販売費及び一般管理費   

配送費 1,891 －

広告宣伝費 941 －

給料及び手当 11,146 －

賞与引当金繰入額 1,985 －

退職給付費用 623 －

水道光熱費 1,534 －

地代家賃 3,422 －

減価償却費 1,248 －

その他 5,103 －

販売費及び一般管理費合計 27,896 29,538

営業利益 4,541 4,380

営業外収益   

受取利息 76 73

受取配当金 7 2

その他 40 21

営業外収益合計 125 96

営業外費用   

支払利息 169 164

その他 17 10

営業外費用合計 187 174

経常利益 4,479 4,302

特別利益   

固定資産売却益 － 201

賃貸借契約違約金収入 22 23

その他 7 2

特別利益合計 30 226

特別損失   

固定資産除却損 3 6

減損損失 － 17

賃貸借契約解約損 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 442

その他 3 －

特別損失合計 10 466

税金等調整前四半期純利益 4,498 4,062

法人税、住民税及び事業税 1,973 2,163

法人税等調整額 △87 △396

法人税等合計 1,885 1,766

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,296

少数株主利益 21 21

四半期純利益 2,591 2,274
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

(4) 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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