
5. 2011年4月～2012年3月のオープン・閉店実績及び休業状況

1. 2012年3月期（自2011年4月1日 至2012年3月31日） 売上高前年比推移（POSベース）

オープン日 店舗名 所在地 売場面積(㎡) 区分 閉店日 店舗名 所在地 売場面積(㎡) 区分 6月末現在休業店舗 要因

【全店POSベース売上】 （単位：％） 4月15日 テックランド磐田店 静岡県 3,281 新規出店 テックランド仙台東店 震災

累計 4月29日 テックランドNew釧路店 北海道 4,993 新規出店 テックランド福島原町店 原発

（単純平均） 4月29日 テックランド花巻店 岩手県 990 新規出店 テックランド野並店 S&B中

94.4% 105.0% 122.7% 107.4% 5月5日 テックランド境港店 鳥取県 990.0 新規出店

94.5% 104.7% 122.6% 107.3% 5月27日 テックランド大町店 長野県 990.0 新規出店

104.0% 5月28日 DEPOツクモ札幌駅前店 北海道 1,043.3 新規出店（S&B) 5月18日 DEPOツクモ札幌駅前店（旧店） 北海道 699.6 S&Bによる旧店閉鎖

[ 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 、 6月3日 テックランド日南店 宮崎県 990.0 新規出店

  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。 ] 6月3日 テックランド垂水店 鹿児島県 990.0 新規出店 6月5日 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾀｲﾘｯｼｭ館名古屋栄店 愛知県 2587.01 閉鎖

  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. 月次概況説明

2011年6月度は、曜日による影響はありません。

6月30日現在、休業中の店舗はテックランド仙台東店（震災・7月2日に営業再開）、テックランド福島原町店（原発）

の2店舗となっています。テックランド野並店がS&Bにより休業しており、約1％のマイナス影響があります。

その他、前年との一部販促の違いによるマイナス影響が約1％ありました。

商品別では、テレビ、レコーダー、チューナーが地デジ切替により大きく伸長。節電対策と気温上昇の影響により

省エネ・高機能タイプのエアコンや扇風機、冷蔵庫、LED電球等が伸長しました。その他、スマートフォンが好調な

携帯電話、洗濯機が伸長しました。PC本体、デジカメ、ゲーム関連商品の一部が伸び悩みました。

2011年6月10日（金）に中国天津市に海外2号店となるヤマダ電機 天津本店がオープンしました、開店前には5,000人

の行列ができるなど、想定を大きく上回る滑り出しとなりました。

3. 2011年7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（㎡）

442 店舗 436 店舗 6 店舗 10,637 個・連

【子会社】

面積（㎡）

4 店舗 4 店舗 0 店舗 0 連

41 店舗 41 店舗 0 店舗 0 連

4 店舗 4 店舗 0 店舗 0 連

2279 店舗 2084 店舗 195 店舗 ― 連(加盟数)

97 店舗 97 店舗 0 店舗 17 連

34 店舗 34 店舗 0 店舗 ― 連(FC数)

18 店舗 18 店舗 0 店舗 0 連

6 店舗 6 店舗 0 店舗 344 連

5 店舗 5 店舗 0 店舗 0 非連

2 店舗 1 店舗 1 店舗 18,000 非連

面積（㎡） 出店計 8 閉鎖計 2 休業計 3

2,932 店舗 2,730 店舗 202 店舗 28,998

面積（㎡）

612 店舗 600 店舗 12 店舗 15,2541,945,639

平成23年5月31日現在 【ご参考・前期末】 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

1,960,894

グループ計
店舗数 売場面積(㎡) 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数

2,008,018 1,979,020

海外店舗（中国：瀋陽店・天津店） 42,000 24,000

平成23年5月31日現在 【ご参考・前期末】 増減

Project White 4,600 4,256

キムラヤセレクト 5,124 5,124

ぷれっそHD（FC) ― ―

九州テックランド 43,056 43,056

54,872

沖縄ヤマダ電機 21,954 21,954

コスモス・ベリーズ（加盟店数） ― ―

ぷれっそHD 54,890

南九州ヤマダ電機 12,652 12,652

ダイクマ（合併後）※ 141,568 141,568

法人名 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数

ヤマダ電機 1,682,174 1,671,537

平成23年5月31日現在 【ご参考・前期末】 増減

法人名 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数 売場面積(㎡) 店舗数

平成23年5月31日現在 【ご参考・前期末】 増減

7月22日 テックランド阿久根店 鹿児島県 300 新規出店

7月22日 テックランド吉野川店 徳島県 300 新規出店

区分

7月15日 LABI新宿西口館 東京都 2,400 新規出店

グループ　：既存店 104.0%

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)

12月 1月 2月 3月

単体　　　：全店

グループ　：全店

【  株式会社ヤマダ電機  月次IR情報  】
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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。


