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ヤオコーは平成 26 年 3 月期決算を発表。同
期は第 7 時中期経営計画の 2 年目であり、

「チェーンとして明らかに差をつける」をテーマに
掲げ、「ヤングファミリー層の支持拡大」「商品開発・
育成の強化」「筋肉質な企業体質の実現」を最重点
テーマとして取り組んできた。
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ヤオコー　平成 26 年 3 月期決算
～既存店売上好調、増収増益 ～

通期計 前期比
営業収益 274,149 10.6

SM 事業 263,592 10.7
調剤薬局事業 10,569 7.3

営業利益 11,998 9.2
SM 事業 11,215 9.8

調剤薬局事業 782 2.0
経常利益 11,840 9.6
当期利益 7,110 18.1

【平成 26 年 3 月期 連結業績】（百万円、％）

■売上高、営業利益

　９時半開店や客単価上昇などにより既存店売上昨
年比 103.0％。2013 年 11 月からの消費マインド
の回復や 3 月の消費増税前の駆け込み需要などが
予想以上に貢献。また、生鮮部門の売上構成比が上
昇し全体をけん引し、粗利額を確保。
■人件費

　10 店舗の新規出店で増加したが、既存店の売上
増、生産性向上の取組み効果で売上対比では減少。
■水道光熱費

　電気使用量は、猛暑の影響などもあり既存店前期
比 101.4％。電気使用料単価が約 2 割上昇したこと
で、全体の使用料は約 25％の増加。
※続きは正規版をご覧ください。全 2 ページで詳
しております。連結22期連続増益、単体25期連続増収増益を達成。

【試読版】

 

・新店・既存店レポート、小売業トップインタビュー、商品レポート、展示会情報など
・年間サービス利用料：　７６，１９０円＋税　（税込 82,285 円）
※当サービスは当サービス「利用規約」に基づき、申込書の弊社承諾により開始するもの
　とします。また、申込希望の方は当サービス「利用規約」を承諾したものとします。
※利用規約など詳しくは、 http://www.foodnavigation.com/ をご参照下さい。
　（ Food Navigation で検索！）。
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『Food Navigation』利用規約に同意し、年間購読に申し込みます。

■『Food Navigation』サービス内容

TEL. ０４８－４２４－５５４６
E-mail：info@foodnavigation.com

株式会社フードナビゲーションジャパン　　　担当　：　小池  宛

Food Navigation 年間購読会員様 募集のご案内
惣菜売場でのポイントは弁当。弁当類は平

台で展開され、弁当の盛り付けに特に力
を入れているという。百貨店の商品の盛り付け
を目指し、ボリュームを出しつつ、豪華に見得

るように、品
目や色合いな
ども工夫され
ている。

「あゆの塩焼」

「アジフライ」

米　飯

温惣菜

「赤魚の粕漬け弁当」

「季節の彩りはづき弁当」
「季節の味覚御膳」

「豚肉アスパラチーズ巻弁当」

「厚切り鮭弁当」

惣　菜
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代表取締役社長
川　野 　澄　人  氏

ヤオコー川野澄人社長は「今期は消費増税によ
る他社店舗での買い回りの増加による、利用

客の消費・購買行動が変わるターニングポイントで
あると予想される。ドラッグストアや CVS などの
異業態からもシェアを奪えるチャンスであると考え
ている」とし、前期の重点テーマ①ヤングファミリー
層の支持獲得②商品開発・育成の強化③筋肉質な企
業体質の実現の取組みを継続する。
■ロイヤルカスタマーの育成とヤングファミリー層

　の支持獲得

　今期は座談会店舗を拡大していく方針。

　価格コンシャスについては、スターセレクトは前
期の 30SKU から 50SKU に拡大。今年 4 月から主
力商品の価格対応「いい値！なっ得！」をスタート
し、ヤングファミリー層への取り組みを強化。
　成功事例「FSP 新聞」を発刊し、仮説と結果など
の情報を共有化する。
　鮮度と美味しさの追求を行い、今朝水揚げの近海
魚、今朝採れ野菜などを売切っていく。また、夕方
時間帯の売上げが苦戦していたが、「夕市」などを
改めて訴求していく。
■商品開発・育成の強化

　商圏内利用客に支持の高い主力商品（「アベレー
ジヒッター」）の磨き込み、おはぎなどの名物商品

（「ホームランバッター」）の開発にチャレンジ。
　商品開発達成のため「商品戦略部」を新たに設置
し、おはぎやローストビーフを超える名物商品の開
発を主導していく。また、同部署では部門横断型の
開発も主導していく。

通期計 前期比
営業収益 288,700 5.3

SM 事業 278,100 5.5
調剤薬局事業 10,600 0.3

営業利益 12,220 1.8
SM 事業 11,600 3.4

調剤薬局事業 620 ▲ 20.8
経常利益 12,000 1.3
当期利益 7,230 1.7

【平成 27 年 3 月期 連結業績予想】 　新デリカ・生鮮セ
ンターが 6 月 16 日

（月）より稼働。ま
ず は 第 一 四 半 期 中
に、餃子やおはぎの
餡などの既存商品を
小川デリカセンター
から移管。順次新商
品も導入。青果部門
向けのカット野菜の
供給をはじめ、デリ
カ部門と生鮮部門の連携にも取り組んでいく。
■筋肉質な企業体質

　電気料金や出店コストなどの多くの面でコストの
上昇が予想されるが、自動発注システムの全店導入
や朝一作業の導入など、生産性向上の取り組みを全
店に波及させていく。
　経費削減では、節電対策や新店経費の見直し・削
減を継続して実施。
■新規出店・改装

　今期は新規 9 店舗、改装 7 店舗を計画。また、オー
プンから 10 年が経つワカバウォークを大型改装予定。
　店舗タイプでは 450 坪～ 500 坪クラスの店舗も
順調に推移。450 坪よりも小さい 350 坪クラスの
店舗（大宮上小町店）もあり、そのようなタイプの
出店も今後は検討していく。ただし今期の 350 坪
クラスの出店計画はない。
■直近の状況

　生鮮三部門＋三味は 4 月は好調に推移。三味は
花見需要や気温が高かったこともあり、特に惣菜と
寿司が好調。「前期のスタートが悪かったため、よ
うやくゼロに戻ったと認識している。新デリカセン
ターの稼働もあり、更に上昇させていきたい。5 月
母の日などは好調に推移。お客様の財布の紐は想定
よりも固くはない。お客様の消費動向には注意が必
要だが、今のトレンドでは比較的好調に推移すると
予想している」とした（川野社長）。

HP：http://www.foodnavigation.com/

通期予想では、SM 事業において既存店売上昨年比
100.0％必達で増収増益を計画。調剤薬局事業では、今
年 4 月からの診療報酬改定の影響を見込み減収を計画。


