
5. 平成22年4月～平成23年3月までのオープン実績
1. 平成23年3月期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） 売上高前年比推移（POSベース）

【全店POSベース売上】 （単位：％）

累計

（単純平均）

110.8% 100.4% 96.2% 109.0% 111.5% 108.0% 106.0%

109.4% 99.9% 96.3% 108.8% 111.6% 108.2% 105.7%

99.5%

[ 単体全店 ・・・ ヤマダ電機単体の全店POS速報ベース売上前年比  、  グループ全店 ・・・ 単体+子会社のグループ全店POS速報ベース売上前年比 、 

  G既存店 ・・・ 四半期ごとに3ヶ月集計のグループ既存店POS速報ベース売上前年比を開示いたします。 ]

  注1： 数値は店頭でのPOS速報データに基づいており決算の数値とは異なります。また、卸売上、各種取次手数料売上等の売上は含まれません。

  注2： 「POS売上」は、携帯電話売上速報値を含むPOS速報データとなっています。

  注3： 累計は単純平均となっておりますので決算の数値とは異なります。

2. 平成22年9月度月次概況説明

平成22年9月度は、祝日が1日少ない曜日まわりで、前年は4連休、今年は飛び石と分散した連休でした。
前年は、LABI自由が丘オープン、札幌家電フェア開催で分母が大きくなっています。引き続き、ポイント販促と
現金値引販促の違いにより、金額ベースで単価ダウンの影響があります。これらの影響は、全体で約6.5％あります。
店舗展開では、テックランドえびの店をはじめ計6店舗を開設、旧小松店をS&Bにより閉鎖しました。
商品別では、テレビ、携帯電話、パソコン、残暑の影響で冷蔵庫、エアコン、扇風機等の季節品が好調に推移しました｡
その他、DVD、洗濯機、ムービーカメラ、オーディオ、ゲーム関連商品が伸び悩みました。

3. 平成22年10月度オープン予定

4. ヤマダ電機グループ店舗数一覧

【単体】
面積（㎡）

418 店舗 405 店舗 13 店舗 48,161 単・連

【子会社】
面積（㎡）

4 店舗 4 店舗 0 店舗 0 連 出店計： 15 直営： 14 子会社： 1

41 店舗 42 店舗 -1 店舗 -4,741 連

4 店舗 4 店舗 0 店舗 0 連

1704 店舗 1364 店舗 340 店舗 ― 連（FC)

96 店舗 96 店舗 0 店舗 453 連 増床計： 2 直営： 2 子会社： 0

31 店舗 31 店舗 0 店舗 ― 連（FC)

5 店舗 5 店舗 0 店舗 0 非連

18 店舗 18 店舗 0 店舗 0 連

6 店舗 6 店舗 0 店舗 112 非連

※平成22年9月1日付で、ダイクマに「関西ヤマダ電機、中四国テックランド（ミマサカを合併後）、東海テックランド、テックサイト」が合併しました。

閉鎖計： 1 直営： 0 子会社： 1

面積（㎡）

2,327 店舗 1,975 店舗 352 店舗 43,985

面積（㎡）

581 店舗 569 店舗 12 店舗 43,873

増減

連結対象法人計
(FC除く）

店舗数 売場面積(㎡) 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数

1,889,642

店舗数 売場面積(㎡) 店舗数 売場面積(㎡)

1,845,768

平成22年9月30日現在 【ご参考・前期末】

店舗数
1,898,835 1,854,850

Project White 4,069 3,957

平成22年9月30日現在 【ご参考・前期末】 増減

グループ計

キムラヤセレクト 5,124 5,124

九州テックランド 43,056 43,056

ぷれっそHD（FC) ― ―

ぷれっそHD 53,171 52,718

9月 旧・小松店 長野県

8月 マツヤデンキ板橋店 東京都

4月

433.00 閉鎖

テックランド日野店 神奈川県閉
鎖
店
舗

閉鎖月 店舗名 所在地

2,985.00 閉鎖（新・小松店S&B)

529 既存店増床

4月

売場面積(㎡) 備考

5,270.00 閉鎖（LABI上大岡S&B）

コスモス・ベリーズ（加盟店数） ― ― 5月 テックランド高知四万十店 高知県

店舗名 所在地 増加面積(㎡) 区分

沖縄ヤマダ電機 21,954 21,954 既存店増床テックランド駒生店 栃木県 1,388

ダイクマ（9/1付合併後）※ 140,744 145,485

増
床

増床月

南九州ヤマダ電機 12,652 12,652

法人名 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数

平成22年9月30日現在 【ご参考・前期末】 増減

ヤマダ電機 1,618,063 1,569,902

法人名 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数

平成22年9月30日現在 【ご参考・前期末】 増減

10月29日 佐野店 栃木県 800 新規出店

10月15日 笠間店 茨城県 800 新規出店

区分

オープン
予定

オープン予定日 店舗名（仮称） 所在地 予定売場面積(坪)

9月23日 テックランド串間店 宮崎県 990.00 新規出店

9月23日 テックランド佐伯店 広島県 4,099.00 新規出店

9月17日 テックランドNew小松店 石川県 4,016.00 新規出店（S&B)

9月17日 テックランド遠野店 岩手県 990.00 新規出店

9月3日 テックランドえびの店 宮崎県 990.00 新規出店

9月10日 テックランド安城店 愛知県 4,471.00 新規出店

8月6日 テックランド盛岡北店 岩手県 4,186.00 新規出店

8月27日 テックランド蒲郡店 愛知県 4,126.00 新規出店

テックランド直方店 福岡県 2,171.00 新規出店

7月24日 マツヤデンキ阪急伊丹店 兵庫県 566.00 新規出店

グループ　：既存店 95.1% 103.9% 7月16日

グループ　：全店 7月2日 テックランド観音寺店 香川県 2,510.00 新規出店

単体　　　：全店 5月28日 テックランド山形南店 山形県 2,652.00 新規出店

7,882.00 新規出店（S&B)

5月21日 テックランド白河店 福島県 2,795.00 新規出店
1月 2月 3月

5月14日 LABI上大岡 神奈川県
7月 8月 9月 10月 11月 12月

区分

4月16日 LABI新宿東口館 東京都 7,880.00 新規出店

【  株式会社ヤマダ電機  月次IR情報  】

新
規
開
設
店
舗

オープン日 店舗名 所在地 売場面積(㎡)

4月 5月 6月

本月次IR情報の内容は、発表日時点で入手可能な情報に基づき当社月次概況の参考となる情報の提供を目的としたもので、
投資勧誘を目的としたものではありません。
銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本月次IR情報中の数値データ、説明、見解や予定は、多分に不確定な要素を含んでおり、予告なしに変更されることがありま
すので、予めご了承くださいますようお願いいたします。


