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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年３月21日～平成26年12月20日）

（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 ％

27年３月期第３四半期 75,285 2.3 540 ― 857 214.0 424 257.9

26年３月期第３四半期 73,625 △1.6 37 △93.0 272 △66.0 118 △79.1
(注)包括利益 27年３月期第３四半期789 百万円 (270.4％) 26年３月期第３四半期 213 百万円 ( △62.2％)

　

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

27年３月期第３四半期 22.05 ―

26年３月期第３四半期 6.02 ―
(注)営業収益は、連結損益計算書の「売上高」と「営業収入」を合計して記載しております。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 42,494 15,022 32.8

26年３月期 41,059 14,348 32.3
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 13,931 百万円 26年３月期 13,280 百万円
　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

27年３月期 ― 3.00 ―

27年３月期(予想) 3.00 6.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年３月21日～平成27年３月20日）

(％表示は、対前期増減率)

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 101,200 2.2 720 41.8 1,020 29.5 380 △21.4 19.73
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 20,425,218株 26年３月期 20,425,218株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 1,161,652株 26年３月期 1,161,542株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 19,263,619株 26年３月期３Ｑ 19,704,660株

　

※ 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は完了しておりません。

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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

注意事項等については、四半期決算短信添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予

想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀による積極的な金融・経済政策により、企業業績

や雇用環境が改善するなど景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で個人消費は、消費増税や円安に伴

う物価上昇に所得の伸びが追いつかず実質所得が目減りする中で、消費者の生活防衛意識が働き、節約志向が続い

ております。

　こうしたなか当社グループは、『収益体質の強化』を基本方針に、全店がその地域において「お客様支持№１店

舗」になることを全社目標に掲げ、必ず結果を出す年度と位置付けて取り組んでおります。

　商品政策では、当社の強みである生鮮食品の鮮度、品質、おいしさに対する取り組みを強化し生鮮構成比を高め

るとともに、“バイヤーいち押し商品”や当社の独自性を発揮できる“名物商品”の開発・育成に取り組んでおりま

す。

　販売政策では、旬の食材を使った料理提案や“４時からセール”での試食販売など、メニューやおいしさが伝わ

る食生活提案型の売場づくりで競合他社との差別化を図るとともに、毎月20日の“お客様感謝デー”開催や、お客

様の購入履歴に基づいた割引クーポン券の発行などグラッチェカードを活用した販促企画を実施し、集客力の向上

に取り組んでおります。

　店舗政策では、平成26年６月にグラッチェタウン西尾（愛知県西尾市）を新設するとともに、新安城店(愛知県安

城市)や西枇フランテ館（愛知県清須市）など６店舗の改装を実施いたしました。

　効率面では、店舗での作業改善による生産性向上に取り組むとともに、本部においては各部署の業務を抜本的に

見直し、来期の新基幹システム導入に向けて、本部業務の効率化を進めております。

　このような結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、既存店売上高が前年同期比101.0％と伸張した

ことから、売上高に営業収入を加えた営業収益は752億85百万円（前年同期比2.3％増）となりました。また、利益

面では、売上高の増加に加え、商品ロス削減による粗利益率の改善によって売上総利益が増加し、人件費等の経費

増分をカバーしたことから、営業利益は５億40百万円（前年同期比1,345.6％増）、経常利益は８億57百万円（前年

同期比214.0％増）、四半期純利益は４億24百万円（前年同期比257.9％増）となりました。

なお、第１四半期連結会計期間より、当社グループの事業は単一セグメントに変更したため、セグメント別の記

載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億34百万円増加し、424億94百万円となりま

した。これは主に商品及び製品が４億74百万円、投資有価証券が５億44百万円増加したことによるものです。

　負債は前連結会計年度末に比べ、７億61百万円増加し、274億72百万円となりました。これは主に社債が12億37百

万円、買掛金が８億92百万円増加し、長期借入金が18億36百万円減少したことによるものです。

　純資産は前連結会計年度末に比べ６億73百万円増加し、150億22百万円となりました。これは主に利益剰余金が３

億９百万円、その他有価証券評価差額金が３億41百万円増加したことによるものです。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の連結業績予想について、現時点においては、平成26年４月28日公表の予想数値に変更ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,337,835 4,623,637

売掛金 922,809 1,015,837

商品及び製品 2,609,475 3,083,650

仕掛品 619 541

原材料及び貯蔵品 35,032 31,342

繰延税金資産 238,079 174,645

その他 1,836,761 2,225,593

貸倒引当金 △2,546 △3,536

流動資産合計 9,978,067 11,151,711

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,052,553 8,962,088

土地 9,965,697 9,983,901

その他（純額） 1,817,169 1,246,197

有形固定資産合計 19,835,419 20,192,187

無形固定資産

借地権 618,831 570,435

その他 44,807 217,354

無形固定資産合計 663,638 787,789

投資その他の資産

投資有価証券 3,206,232 3,750,615

差入保証金 6,633,453 5,950,147

繰延税金資産 14,899 13,475

その他 783,984 665,886

貸倒引当金 △67,407 △65,314

投資その他の資産合計 10,571,163 10,314,810

固定資産合計 31,070,222 31,294,787

繰延資産 11,162 47,798

資産合計 41,059,452 42,494,298

決算短信 （宝印刷）  2015年01月24日 13時27分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社ヤマナカ(8190) 平成27年３月期 第３四半期決算短信

－ 5 －

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,427,970 6,320,907

短期借入金 1,415,000 1,315,000

1年内返済予定の長期借入金 2,569,850 1,959,850

1年内償還予定の社債 1,250,000 885,500

未払費用 1,144,882 1,239,770

未払法人税等 368,265 115,797

賞与引当金 231,434 69,061

ポイント引当金 104,736 125,507

資産除去債務 - 29,391

その他 1,337,371 2,076,464

流動負債合計 13,849,510 14,137,251

固定負債

社債 800,000 2,402,000

長期借入金 7,774,350 6,547,512

リース債務 610,501 496,675

繰延税金負債 343,250 627,602

退職給付引当金 866,649 784,757

長期預り保証金 1,076,276 1,059,086

資産除去債務 1,248,746 1,305,799

その他 141,838 111,480

固定負債合計 12,861,611 13,334,914

負債合計 26,711,122 27,472,166

純資産の部

株主資本

資本金 4,220,618 4,220,618

資本剰余金 5,766,230 5,766,230

利益剰余金 4,170,515 4,479,751

自己株式 △1,889,537 △1,889,613

株主資本合計 12,267,826 12,576,986

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,013,121 1,354,389

その他の包括利益累計額合計 1,013,121 1,354,389

少数株主持分 1,067,382 1,090,756

純資産合計 14,348,330 15,022,132

負債純資産合計 41,059,452 42,494,298
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
　至 平成25年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年12月20日)

売上高 69,843,130 71,426,492

売上原価 52,513,285 53,192,351

売上総利益 17,329,845 18,234,141

営業収入 3,781,896 3,858,953

営業総利益 21,111,741 22,093,094

販売費及び一般管理費 21,074,333 21,552,317

営業利益 37,408 540,777

営業外収益

受取利息 19,420 17,819

受取配当金 47,972 46,973

持分法による投資利益 14,790 15,380

オンライン手数料 297,807 293,820

その他 68,883 104,377

営業外収益合計 448,874 478,371

営業外費用

支払利息 152,523 122,804

その他 60,775 39,071

営業外費用合計 213,298 161,876

経常利益 272,984 857,271

特別利益

固定資産売却益 74,546 -

投資有価証券売却益 134,627 -

収用補償金 12,285 -

特別利益合計 221,459 -

特別損失

固定資産売却損 36 -

固定資産除却損 15,995 8,324

減損損失 112,172 -

特別損失合計 128,204 8,324

税金等調整前四半期純利益 366,239 848,947

法人税、住民税及び事業税 80,157 239,278

法人税等調整額 148,579 161,476

法人税等合計 228,737 400,754

少数株主損益調整前四半期純利益 137,501 448,192

少数株主利益 18,797 23,373

四半期純利益 118,704 424,818

決算短信 （宝印刷）  2015年01月24日 13時27分 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社ヤマナカ(8190) 平成27年３月期 第３四半期決算短信

－ 7 －

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年３月21日
　至 平成25年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年12月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 137,501 448,192

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 75,614 341,267

その他の包括利益合計 75,614 341,267

四半期包括利益 213,115 789,460

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 194,318 766,086

少数株主に係る四半期包括利益 18,797 23,373
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年12月20日)

当社グループは、「小売事業及び小売周辺事業」以外の事業の重要性が乏しいため、第１四半期連結会計期間

より、セグメント情報の記載を省略しております。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年３月21日 至 平成26年12月20日)

当社グループは、「小売事業及び小売周辺事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループは、従来「小売事業及び小売周辺事業」「スポーツクラブ事業」「不動産事業」の３事業を事業

セグメントとしておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「小売事業及び小売周辺事業」の単一セグメン

トに変更しております。

　当社グループにおける事業セグメントにつきましては、今後「小売事業及び小売周辺事業」を中心に、「スポ

ーツクラブ事業」「不動産事業」は付随した一体的な事業と捉え、経営資源の配分及び事業評価を行っていくこ

とから、「小売事業及び小売周辺事業」の単一セグメントが適当であると判断したことによるものであります。

　この変更により、当社グループは単一セグメントとなることから、第１四半期連結会計期間よりセグメント

情報の記載を省略しております。
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