
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年7月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ヤマザワ 上場取引所 東 

コード番号 9993 URL http://www.yamazawa.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 板垣 宮雄

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 管理本部長 （氏名） 森 美博 TEL 023-631-2211
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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）

売上高 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 ％

24年3月期第1四半期 23,626 10.0 1,219 183.6 1,228 182.7 705 ―

23年3月期第1四半期 21,477 △3.4 430 △18.9 434 △18.2 △75 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 692百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △79百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 64.81 64.78
23年3月期第1四半期 △6.98 △6.98

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 43,224 26,908 62.2
23年3月期 41,978 26,362 62.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  26,901百万円 23年3月期  26,355百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 13.50 ― 13.50 27.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 13.50 ― 13.50 27.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 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

第2四半期(累計) 50,000 10.7 1,500 35.7 1,500 34.0 700 144.2 73.51
通期 100,000 9.9 2,750 6.2 2,800 6.2 1,500 93.9 137.84



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、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２ペ
ージ「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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 10,960,825 株 23年3月期 10,960,825 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 78,412 株 23年3月期 78,412 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,882,413 株 23年3月期1Q 10,881,731 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善等により景気回復の兆しが見られたものの、

平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災により甚大な被害が発生し、その被害から復興の兆しが見え 

ず、また福島第１原子力発電所の事故による影響や政治の混迷など先行き不透明な状況で推移いたしました。  

 小売業界におきましては、競合各社の新規出店や低価格政策による競争に加え、東日本大震災による商品供給の

不安定や原発事故による電力供給不足下の対応等、非常に厳しい経営環境となりました。  

 このような環境の中、当社グループにおきましては「地域のお客様に繰り返しご来店していただける店づくり」

に向け、全社一丸となって各施策の実行及び検証を行なってまいりました。 

 平成23年３月11日の震災及び４月７日の余震におきまして当社も宮城県の店舗で大きな被害を受け、６店舗の休

業を余儀なくされました。現在はすべての店舗で復旧し営業を再開しております。 

 また、震災により被災された方々に対して、自治体を通じて支援物資の提供、店頭での募金活動、避難所での炊

き出しを実施するなどの支援活動を行なってまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間における設備投資としましては既存店の活性化を目的に、平成23年５月に白山店（山

形県山形市）の改装を実施いたしました。生鮮売場を中心に買い易い売場への変更と、併設しておりましたドラッ

グ売場を拡大し利便性の向上と品揃えの充実を図りました。 

 販売面におきましては、お客様の低価格への要望が続く中、引き続き恒例の「生活応援セール」や「水曜均一 

祭」の強化を行ってまいりました。 

 また、毎日午後２回のタイムサービスを全店舗で継続実施いたしました。野菜や日配商品を中心に数量を限定し

て価格を通常より大幅に下げて販売し、好評を得ており定着してまいりました。お客様のサービス向上といたしま

して、クレジットカードによるレジ精算を導入し、利用店舖を順次拡大しております。  

 これらの取り組みにより、売上面におきましては宮城県において休業店舗が６店舖あったものの、他の営業店舗

において客数が伸び、お客様１人当たりの買上点数も増えたことで増加いたしました。利益面におきましては震災

の影響によりチラシ特売を見合わせたことや生鮮食品の値下げ販売の減少などもあり、売上総利益率が改善いたし

ました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は236億26百万円（前年同期比10.0％増）、営業利益は12億19

百万円（同183.6％増）、経常利益は12億28百万円（同182.7％増）となりました。四半期純利益におきましては、

減損損失45百万円を計上、また４月７日に発生いたしました東日本大震災の余震による店舗の建物被害等89百万円

を災害による損失として特別損失に計上いたしましたが、７億５百万円と大幅に増加いたしました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は432億24百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億46百万

円の増加となりました。 

 資産の部においては、前連結会計年度末に未収入金として計上しておりました災害保険金の入金等により流動資

産その他の減少等がありましたが、東日本大震災により閉店しておりました店舗の営業再開及び商品供給体制の回

復等により商品及び製品の増加、現金及び預金の増加等となりました。 

 負債の部においては、災害損失引当金、賞与引当金、未払法人税等の減少及び短期借入金の減少等がありました

が、売上高が順調に推移していることに伴う商品の仕入による買掛金の増加、店舗復旧工事等による工事代金の未

払金計上による流動負債その他の増加等となりました。  

 なお、純資産は269億8百万円となり、自己資本比率は62.2％となっております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異

なる可能性があります。なお業績予想につきましては、平成23年5月27日の「平成23年３月期決算短信」で公表い

たしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

㈱ヤマザワ（９９９３）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

2



  

（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。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,485,091 6,986,892

受取手形及び売掛金 500,270 553,372

商品及び製品 2,635,879 3,864,780

仕掛品 1,027 1,153

原材料及び貯蔵品 111,827 85,526

その他 1,510,558 1,007,768

流動資産合計 11,244,655 12,499,493

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,516,632 11,363,147

土地 13,520,993 13,561,213

その他（純額） 1,442,007 1,525,117

有形固定資産合計 26,479,633 26,449,479

無形固定資産 1,221,933 1,227,007

投資その他の資産 3,031,777 3,048,656

固定資産合計 30,733,344 30,725,143

資産合計 41,978,000 43,224,636

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,369,778 6,976,394

短期借入金 1,340,000 990,000

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 714,521 387,516

賞与引当金 418,100 120,329

役員賞与引当金 14,500 6,360

ポイント引当金 423,772 439,924

商品券回収損失引当金 66,178 66,178

災害損失引当金 515,165 15,289

その他 3,444,042 3,963,363

流動負債合計 12,506,059 13,165,357

固定負債   

退職給付引当金 455,311 463,258

資産除去債務 757,810 762,091

その他 1,896,207 1,925,558

固定負債合計 3,109,329 3,150,908

負債合計 15,615,388 16,316,265
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,388,717 2,388,717

資本剰余金 2,205,192 2,205,192

利益剰余金 21,881,422 22,439,841

自己株式 △89,309 △89,309

株主資本合計 26,386,023 26,944,442

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △30,434 △43,094

その他の包括利益累計額合計 △30,434 △43,094

新株予約権 7,022 7,022

純資産合計 26,362,611 26,908,370

負債純資産合計 41,978,000 43,224,636
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 21,477,190 23,626,573

売上原価 15,428,358 16,709,966

売上総利益 6,048,832 6,916,606

販売費及び一般管理費   

給料 2,062,922 2,124,929

賞与引当金繰入額 112,447 104,624

役員賞与引当金繰入額 6,170 6,360

退職給付費用 25,343 24,300

ポイント引当金繰入額 402,061 439,924

減価償却費 379,177 378,896

その他 2,630,559 2,617,857

販売費及び一般管理費合計 5,618,681 5,696,891

営業利益 430,150 1,219,714

営業外収益   

受取利息 1,574 1,461

受取配当金 4,826 4,719

その他 4,176 8,103

営業外収益合計 10,577 14,285

営業外費用   

支払利息 3,498 2,777

アレンジフィー 1,500 1,500

その他 1,258 1,283

営業外費用合計 6,257 5,560

経常利益 434,470 1,228,439

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,767 －

固定資産売却益 2,161 －

災害損失引当金戻入益 － 48,195

災害見舞金収入 － 44,020

特別利益合計 6,929 92,215

特別損失   

固定資産除却損 3,269 6

減損損失 29,664 45,072

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 451,828 －

災害による損失 － 89,331

特別損失合計 484,763 134,409

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△43,363 1,186,245

法人税、住民税及び事業税 133,215 371,490

法人税等調整額 △100,599 109,423

法人税等合計 32,616 480,913

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△75,979 705,331

四半期純利益又は四半期純損失（△） △75,979 705,331
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△75,979 705,331

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,934 △12,660

その他の包括利益合計 △3,934 △12,660

四半期包括利益 △79,914 692,671

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △79,914 692,671

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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