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平成20年４月期 中間決算短信 

平成19年12月３日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年10月中間期の連結業績（平成19年４月21日～平成19年10月20日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年10月中間期 46,869 7.6 1,838 57.8 1,871 62.2 946 △40.1
18年10月中間期 43,540 2.7 1,165 △1.5 1,153 △0.3 1,580 94.0
19年４月期 89,027 － 2,650 － 2,639 － 2,278 －
 

 
１ 株 当 た り 中 間 
（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後１株当り
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 円 銭 円 銭
19年10月中間期 89 40 －
18年10月中間期 179 47 －
19年４月期 258 65 －

（参考） 持分法投資損益    19年10月中間期 －百万円 18年10月中間期 2百万円 19年４月期 3百万円 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
19年10月中間期 37,908 20,291 53.5 1,912 82
18年10月中間期 34,379 15,979 46.5 1,814 18
19年４月期 35,255 16,685 47.3 1,891 76

（参考） 自己資本    19年10月中間期 20,291百万円 18年10月中間期 15,979百万円 19年４月期 16,662百万円 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円
19年10月中間期 1,957 △1,222 1,619 7,538
18年10月中間期 1,825 1,447 △2,267 5,243
19年４月期 4,518 △129 △3,441 5,182
 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭
19年４月期 － 18 00 18 00
20年４月期中間 － 
20年４月期（予想）  25 00

25 00

 
 
３．20年４月期の連結業績予想（平成19年４月21日～平成20年４月20日） 

（％表示は対前期増減率） 

 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
通     期 94,130 5.7 3,280 23.7 3,320 25.8 1,710 △24.9 161 35

 

上 場 会 社 名 株式会社 ユニバース 上場取引所 東証二部 
コ ー ド 番 号 3078 ＵＲＬ http://www.universe.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 （氏名） 三浦 紘一   
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理部長 （氏名） 宇都宮 満 ＴＥＬ (0178)-21-1888 
半期報告書提出予定日 平成20年１月17日
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４．その他 
(1) 期中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) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
 ② ①以外の変更 有  
 (注)詳細は、26ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
  
(3) 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） 19年10月中間期 10,607,920株 18年10月中間期 8,807,920株  19年４月期 8,807,920株

 ②期末自己株式数 19年10月中間期 －株 18年10月中間期 －株 19年４月期 －株

 (注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。 

 
 
（参考）個別業績の概要 
 
1.19年10月中間期の個別業績（平成19年４月21日～平成19年10月20日） 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 

 営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年10月中間期 45,612 7.8 1,753 64.2 1,804 68.4 898 △57.9
18年10月中間期 42,299 3.1 1,067 △19.1 1,072 △17.9 2,132 94.0
19年４月期 86,607 － 2,489 － 2,504 － 2,762 －
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 
19年10月中間期 84 82 
18年10月中間期 242 13 
19年４月期 313 61 
 
(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
19年10月中間期 36,187 19,326 53.4 1,821 92
18年10月中間期 32,836 15,127 46.1 1,717 50
19年４月期 33,457 15,748 47.1 1,787 99

（参考） 自己資本    19年10月中間期 19,326百万円 18年10月中間期 15,127百万円 19年４月期 15,748百万円 

 
２．20年４月期の個別業績予想（平成19年４月21日～平成20年４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 91,600 5.8 3,120 25.3 3,180 27.0 1,620 △41.4 152 86

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 通期の業績予想につきましては、平成19年６月１日に発表しました予想から上方修正しております。詳細につきましては、５

ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析 ③通期の見通し」及び平成19年11月26日に公表しました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであります。実際の業績等は、今

後様々な要因によって上記予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

 

① 当中間期における業績の概要 

当中間連結会計期間の北東北３県における経済状況は、依然として厳しい状況にあるものの、生産活動を中

心に持ち直しの動きがみられるほか、公共事業は前年を多少ながらも上回っており、回復傾向がみられるよう

になってまいりました。しかしながら、原油価格をはじめとした原材料価格の高騰に伴う製品価格の上昇や、

定率減税の廃止、年金不安等が家計の消費行動を慎重なものにさせ、また、雇用面では有効求人倍率が全国

低水準で横這いに推移するなど、個人消費の回復には力強さがみられない状況で推移いたしました。 

このような状況の中で、当社グループは、地域に密着した営業を行うことをモットーにし、「お客様から信頼

される企業になることにより、必要な利益をあげ続ける」という会社経営の基本方針のもと、「上位目的の重視

（利益確保を含む）、人材育成、営業力強化」の３つの柱を当期の基本方針として掲げ、収益力の向上に取組ん

でまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は468億69百万円（前期比107.6％）、営業利益は18億38百万円

（前期比157.8％）、経常利益は18億71百万円（前期比162.2％）となり、経常利益段階では増収増益で推移

するとともに、当初予算を上回ることができました。一方、中間純利益は９億46 百万円（前期比 59.9％）と

減益となりましたが、これは前期決算において特殊事情があったこと、すなわち、連結子会社の吸収合併に伴

う税務上の繰越欠損金の引継ぎにより前期の法人税等負担が大幅に軽減された関係で、前期の純利益が押し上

げられていたことによるものです。なお、この法人税等の負担軽減は前期限りのものであり、今期は正常な状

態に復したという認識をしております。 

 

② 事業部門別の業績 

〔スーパーマーケット事業〕 

当中間連結会計期間においては、当社商勢圏の一部で競争店の新規出店やスクラップ＆ビルドがあるなど企

業間競争はさらに激化しており、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中で、当社は、平成19年10月19日に青森県黒石市に同市内で当社の２店舗目となる黒石

富士見店をＮＳＣ（近隣型ショッピングセンター）の核店舗として新規出店いたしました。これまでのところ

売上高は事業計画どおりの順調な滑り出しとなっております。また、既存店の活性化につきましては、青森市

の沖館店をリニューアルし、企業間競争に勝ち抜くために個店競争力の強化を図ってまいりました。 

この結果、当中間期末現在の店舗数は青森県26店舗、岩手県13店舗、秋田県１店舗の合計40店舗となり、

総売場面積は前期末に比べ2,698㎡増え88,094㎡となりました。 

営業面では、東京証券取引所市場第二部への上場を機に上場記念セールを大々的に展開し、今まで当社を支

えていただいたお客様に感謝の気持ちをお伝えするとともに、当社の強みである生鮮商品を強調した「生鮮ス

ペシャル」や、半期に一度の「カード会員感謝デー」、「大創業祭」などの大型企画を実施し、販売促進に努め

てまいりました。また、お盆の帰省客をもてなすために需要が大きく盛り上がるお盆商戦についても、生鮮食

品やギフト商品を中心に取組みを強化いたしました。この結果、既存店売上高の対前年同期比は 101.7％と堅

調に推移いたしました。 

店舗運営面では、前年度に引き続いて、時間単位での鮮度向上とピークタイムの豊富感・充実度を両立させ

るためピークタイムの始まる直前を第二開店（夏期は午後４時、冬期は午後３時半）と位置付け、ピークタイ

ム時の売上拡大に取組んでまいりました。また、生鮮品は売れ行きに合わせた製造を推進して、見切り値下げ

及び廃棄の低減に継続して取組んできたことにより、当中間期の粗利益率は、対前年同期比でプラス 0.6％の

24.5％と大幅にアップさせることができました。 

経費面では、水産一括物流の効果による物流費の改善やマンアワー投入の効率化による人件費の改善もあり、

販売費及び一般管理費を当初予算に対して大幅に節減することができました。なお、当中間期の労働分配率は、

対前年同期比でマイナス3.1％の47.8％に改善することができました。 
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人材育成面では、当社の理念及び食品スーパーマーケットの基本を全従業員に浸透させるための風土作りの

一環として「ユニバースの口ぐせ」を定めて、売場の維持・計数管理・改善活動など広範囲にわたり基本の徹

底に取組んでまいりました。 

また、環境問題への取組みとしては、東京証券取引所市場第二部への上場を機にお客様に感謝の気持ちをお

伝えすることを兼ねて、オリジナルエコバッグ11万枚をお客様に無料で配布して、レジ袋の削減活動を積極的

に推進してまいりました。 

以上の結果、売上高は459億８百万円（前期比107.8％）、営業利益は18億21百万円（前期比164.5％）と

なり、営業利益段階では増収増益となりました。 

 

〔ホテル事業〕 

ホテル事業につきましては、設備更新による客室品質の向上、営業販促面の強化、定期的な研修による接客

サービスの向上等で稼働アップを目指した結果、５店中３店の客室稼働率が向上するなど改善傾向がでてきて

はおりますが、各地区における低価格ホテルチェーンの相次ぐ開業の影響により、依然として厳しい経営環境

が続いております。 

このような状況のもと、ホテル事業全体としては仙台店改装期間中の売上減少を他店の売上増加でカバーし、

前年同期比で増収となりましたものの、当上半期に改装費用61百万円を経費計上したため、前年同期比で減益

を余儀なくされました。 

なお、改装完了後の仙台店につきましては、ご宿泊されたお客様から大変ご好評を戴いており、客室稼働率

が毎月向上しておりますので、販促活動に一層注力し改装の認知度を向上させることにより、下半期は増収増

益を図って参ります。 

以上の結果、売上高は９億41百万円（前期比100.1％）、営業利益は10百万円（前期比20.2％）となり、営

業利益段階では増収減益となりました。 

 

〔その他の事業〕 

保険代理店業を営むユニバース興産株式会社の業績は、営業社員への指導教育の成果が現れてきており、経

費効率を重視する営業活動を徹底して展開することができました。この結果、当中間連結会計期間は増益とな

りました。 

 

③ 通期の見通し 

通期の北東北３県における経済状況全般は、原油価格や原材料価格の高騰により企業業績が悪化することが

考えられます。また、当社グループの各事業に直接影響する個人消費に関して、食料品や日用品の値上がりに

ついては極力お客様の負担にならないように努力いたしますが、今後ガソリンや灯油の値上がりは避けられな

いものと思われ、現状よりも冷え込むことが考えられます。よって当社グループの各事業とも、経営環境はよ

り一層厳しい状況になるものと予想されます。 

主力のスーパーマーケット事業におきましては、平成19年12月に青森市に大野店を新規出店する計画であ

ります。この店舗は売場面積2,000㎡以上のＳＳＭ（大型スーパーマーケット）店舗であり、当社の 新ノウ

ハウを装備するとともに、地域の顧客のニーズに対応してきめ細かい品揃えを行うことにより他社との差別化

を図ってまいります。なお、年度末までにもう１店舗の新規開店を目指しておりましたが、諸般の事情により、

開店が来年度にずれる見込みとなりました。 

営業面では、当社の強みである生鮮商品を強調した「生鮮スペシャル」や、半期に一度の「決算セール」、「カ

ード会員感謝デー」などの大型企画を継続して実施するとともに、当社にとって書き入れ時である年末商戦の

取組みを更に強化するなど、販売促進活動を積極的に推進してまいります。また、原材料価格の高騰による商

品仕入価格の引き上げ圧力がある中で、お客様の生活を守るために、売れ筋の定番商品について一定期間の価

格据置に取組んでまいります。さらに、食品メーカーの不祥事や中国産食品の安全性の問題等が相次いでいる

ことから、これまで以上に、食の安心・安全を確保するための取組みを推進してまいります。 

店舗運営面では、トヨタＯＢの主催するコンサルタント会社の支援を受けながら、現場力を強化するための
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人材育成を推進するとともに、実験店舗で成功を収めた店舗活性化プロジェクトを全店舗に水平展開して、売

場水準及び接客サービスの更なる向上を目指してまいります。 

ＩＴ投資では、ローコストオペレーションの実現に向けた取組みとして、自動補充の仕組みの構築を目的と

して、生鮮商品のＥＯＳ発注化（電子発注化）の拡大を図り、単品在庫管理システムの構築を一層推進して、

発注精度や商品管理力の向上に努めてまいります。 

一方、ホテル事業におきましては、競争の激化と老朽化による不振が続いておりました仙台店について、家

主の協力を得て、開店以来22年ぶりの全館改装を実施いたしました。この改装を機に、当店のこれまでの停滞

状態からの巻き返しを見込んでおります。 

 

以上により、通期の連結業績予想につきましては、以下のように見込んでおります。 

連   結 平成20年４月期見通し 平成19年４月期実績 前 期 比 

売上高 941億30百万円 890億27百万円 105.7％

営業利益 32億80百万円 26億50百万円 123.7％

経常利益 33億20百万円 26億39百万円 125.8％

当期純利益 17億10百万円 22億78百万円 75.1％

 

なお、通期の個別業績予想は、以下のように見込んでおります。 

個   別 平成20年４月期見通し 平成19年４月期実績 前 期 比 

営業収益 916億円 866億７百万円 105.8％

営業利益 31億20百万円 24億89百万円 125.3％

経常利益 31億80百万円 25億４百万円 127.0％

当期純利益 16億20百万円 27億62百万円 58.6％

  
(注1) 平成19年４月期は、平成18年４月21日付けで合併した連結子会社株式会社フアルの税務上の

繰越欠損金19億91百万円を引き継いで全額充当したことにより、法人税等の負担が大幅に軽減
されております。平成20年４月期は、平成19年４月限りで当該法人税等の負担軽減がなくなっ
たことから、連結の当期純利益が前期比 75.1％、個別の当期純利益が前期比 58.6％となる見込
みであります。減益にはなりますが、正常な姿に戻ったと捉えています。 

(注2) 平成 19 年６月１日に発表しました業績予想よりも当中間期の経営成績が好調であることを受
け、連結及び個別ともに業績予想を上方修正し、平成19年11月26日に公表いたしました。 
連結の上方修正による増加額は、売上高が４億 89 百万円（当初予想比 0.5％増）、営業利益が

４億 40 百万円（当初予想比15.5％増）、経常利益が４億66 百万円（当初予想比16.3％増）、当
期純利益が２億26百万円（当初予想比15.2％増）であります。 
また、個別の上方修正による増加額は、営業収益が５億 54 百万円（当初予想比0.6％増）、営

業利益が３億90百万円（当初予想比14.3％増）、経常利益が４億30百万円（当初予想比15.6％
増）、当期純利益が１億90百万円（当初予想比13.3％増）であります。 

(注3) 本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものでありま
す。実際の業績等は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる場合があります。 
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（２） 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ26億53百万円増加し379億８百万円となりま

した。これは主に、東京証券取引所市場第二部への上場に際しての公募増資により、現金及び預金が増加した

こと等によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ９億53百万円減少し176億16百万円となりました。これは主に、長期借

入金の返済があったこと等によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ36億６百万円増加し202億91百万円となりました。これは主に、前述

の公募増資による払込及び中間純利益の計上によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ23億55百万円増加し、75億38百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況を示すと、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、19億57百万円となり、前中間連結会計期間に比べ１億31百万円増加いた

しました。これは主に、当中間連結会計期間の営業利益が増加したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、12億22百万円となりました（前年同期は14億47百万円の収入）。これは

主に、前期は盛岡中央卸売市場跡地をデベロッパーへ売却したことによる収入がありましたが、当期はスーパ

ーマーケット全店のＰＯＳレジを前期の下半期に入れ替えたことによる支出があったことと、新店舗開店に伴

う有形固定資産取得による支出があったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、16億19百万円となりました（前年同期は22億67百万円の支出）。これは

主に、前期は新規借入れをせず借入金の返済を進めましたが、当期は東京証券取引所市場第二部への上場に際

して公募増資による払込があったことによります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成17年４月期  平成18年４月期 平成19年４月期 
平成19年10月 

中間期 

自己資本比率（％） 34.4 41.0 47.3 53.5

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 38.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  2.8 4.0 1.6 1.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 21.2 15.1 32.7 37.6

 

(注) 1 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 2 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 3 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。なお、当社株

式は平成19年４月24日から東京証券取引所市場第二部に上場されておりますので、平成19年

４月期以前は時価ベースの自己資本比率を記載しておりません。 
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 4 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債

を対象にしております。営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活

動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、利払いは、連結キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額を使用しております。 

 5 キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に

換算するため２倍にしております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつに位置付け、将来に向けての事業展開と経

営基盤の強化に必要な内部留保を確保しつつ、株主資本利益率（ＲＯＥ）と配当性向を勘案し、本業による業績

に応じた適正な配当を継続することを基本方針としております。具体的には、「地域を代表するスーパーマーケ

ット各社と同等の配当性向を維持する」としており、業績向上による一層の利益還元を実施してまいります。 

この基本方針に基づき、前期の１株当たり年間配当金は、前々期１株当たり年間配当金（遡及修正後）15円に

対し３円増配して18円（前期比120％）とさせていただきました。さらに当期は、前期１株当たり年間配当金18

円に対し７円増配し25円とする計画であります。これにより、目標としております「地域を代表するスーパーマ

ーケット各社と同等の配当性向」が達成できると考えております。 

なお、内部留保資金につきましては、今後予想される業界の競争激化に対応するため、新規出店や既存店の改

装等の設備投資に充当するとともに、情報システム関連投資も継続していくことで、事業基盤のさらなる拡大・

強化に努め、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。 

 

（４）事業等のリスク 

 

当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の判断に重要であると考えられる事項については、

投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社グループはこれらのリスク発生の可

能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努力してまいります。 

また、文中における将来に関する事項は、本決算短信公表日現在において当社グループが入手可能な情報から

判断したものであります。 

① 競争状況の変化について 

a. スーパーマーケット事業 

ここ数年、食品スーパーマーケットをめぐる競争状態は大きく変化しており、同業との競争だけにとどまら

ず、大手量販店、ホームセンター、ドラッグストアおよびコンビニエンスストア等との競争が激化しておりま

す。このような情勢の中、全国的にも、また、当社商勢圏内でも淘汰される企業が出てきております。当社と

しましては、こうした影響を 小限に抑えるべく、品揃え・鮮度・価格・サービスを他社と差別化することに

より顧客の支持を得るよう努めております。しかし当社のようなローカルスーパーマーケットでは、１県ない

しは２県の10都市前後にドミナント形成をしていることもあり、競争店の出店次第では業績への影響を受ける

可能性があります。 

b. ホテル事業 

ホテル事業においてはビジネスホテルを展開しておりますが、各地区において宿泊に特化した低価格チェー

ンホテルが店舗展開を図っており、その競合ホテルの立地や客室料金・サービス内容によっては、当社グルー

プのホテルの稼働に影響を受ける可能性があります。 
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② 個人消費動向の変化について 

食品スーパーマーケットは競争店の出店以外にも、少子高齢化による地域行事の衰退や、生産年齢層の減少

による個人消費低迷の影響を受けます。また、運動会・遠足といった地域行事や天候による影響も強く受ける

とされております。これらは、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 出店政策について 

a. 出店地域について 

当社の出店地域は、基本的には北東北３県となっており、当該地域の経済情勢、個人消費動向、および異常

気象などが、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

b. 出店政策の変更について 

当社は、 近ではＮＳＣ（近隣型ショッピングセンター）への出店も増えており、その場合には敷地面積は

6,000坪から15,000坪必要になります。当社の出店条件を満たす土地は、北東北３県といえども多くはなく、よ

って、出店するまでには、用地の選定、地権者との交渉に相当な時間を要するため、計画通りに進捗しない場

合や中断ないしは断念することもあります。その他、人材確保、競合および環境の変化等の諸事情により、出

店政策の変更を余儀なくされ業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 商品の安全性について 

当社グループが取扱う商品は、主として食料品であるため、商品の安全性に係る以下のようなリスクがあり

ます。 

a. 食の安全 

当社グループでは、新規取引先との取引開始時には、商品の検査証や品質規格書などにより商品の安全性を

確認しております。また商品納入時の品質チェック体制の強化など、安全で安心な商品の調達に努めておりま

す。しかし、ＢＳＥや鳥インフルエンザ、Ｏ-157、サルモネラ菌等の食中毒、また、農薬の含有等、お客様が

食の安全に対して不安を抱くような社会的な事象が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

b. 衛生管理 

当社グループでは、お客様への安全な食品供給を目指して、清潔な生鮮の作業場管理、清潔な売場管理に向

けて、社内マニュアルに沿った管理の徹底を実行しております。また、品質衛生検査グループによる各店作業

場の衛生管理状態の検査や、外部検査機関に委託した検査等の充実を図っております。 

ホテルの飲食施設においても、常に安全な食材の確保と、専門業者による衛生チェックや電解水器の導入な

どにより、清潔な調理室および清潔感のある店内環境作りに努めております。 

現在までのところ、お客様の信用を失墜するような問題は発生させてはおりませんが、当社の衛生管理上の

問題、特に食中毒が発生した場合、お客様の信頼に陰りが生じ、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 財政状態について 

a. 差入敷金・保証金 

当社グループは、原則土地・建物については賃借による出店を行っているため、店舗貸主に敷金・保証金を

差し入れております。可能な限り抵当権等の担保設定によりその保全に務めておりますが、店舗貸主の経済条

件の悪化、担保物件の価値の下落等が発生した場合、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。 

b. 有利子負債に対する金利負担 

当中間連結会計期間末現在、当社グループ全体で有利子負債が62億72百万円、有利子負債依存度（有利子負

債/総資産）は16.5％であり、今後金利が急激に上昇した場合、金利負担の増加により、業績に影響を及ぼす可

能性があります。 
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⑥ 法的規制について 

当社グループは、事業運営等に関し数種の法的規制を受けておりますが、主として以下のものがあります。 

a. 大規模小売店舗立地法 

当社の店舗は売場面積が1,000㎡（302.5坪）を超える物件が大半であり、大規模小売店舗立地法による規制

を受けております。環境対策や店舗周辺の交通状況等について、地元住民の意見を聴取後、県が主体になって

審査が進められます。このため、出店審査には一定の時間がかかるとともに、場合によっては出店計画の内容

ばかりでなく、計画そのものの見直しが必要になる場合もあります。また、「まちづくり三法」の改正も当社出

店政策に少なからぬ影響があると認識しており、出店政策の変更を余儀なくされ、業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

b. 個人情報保護法 

当社グループでは、スーパーマーケット事業およびホテル事業においてポイントカードシステムを導入して

おり、これにともなう個人情報を保有しております。ポイントカード申込書は法令等に基づいて社内ルールを

整備し、厳正な管理を行っております。当社グループでは、個人情報の機密度を５段階に分けて、機密度が高

い個人情報については、取扱者を限定して管理しております。また個人情報データの保管を外部業者に委託し、

外部業者との間で個人情報に関する項目を含んだ機密保持契約を締結し、個人情報の漏洩防止に努めておりま

す。 

また、ホテル事業、その他の事業においては、宿泊者、保険契約者などの顧客情報を保有しております。こ

れらの個人情報についても情報の利用・保管などに社内ルールを設け、その管理を徹底しております。 

しかしながら、何らかの事情によりこれらの情報が漏洩した場合には、信用の失墜により業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

c. その他の法規制 

株式会社ドラッグ・ユーにおきましては「薬事法」、「薬剤師法」の規制を受けております。 

d. その他の法改正 

消費税法改正による消費税率の変更、短時間パートナー社員に対する社会保険適用基準の拡大等の各種法令

の改正等、新たな対応コストが発生した場合や、従来の事業内容を変更する必要が生じる事となった場合、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 情報システムについて 

a. スーパーマーケット事業 

当社は、売上・仕入管理等の情報システムの運営について、安全管理体制の構築を図っておりますが、自然

災害、ソフトウェア・ハードウェアの欠陥等のシステム障害により、仕入・発注業務など店舗運営に支障をき

たした場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

b. ホテル事業 

ホテル事業においては、店舗のフロント業務や経理処理を効率的に行うため、店舗の各種営業データを本部

で一元管理しております。インターネットにおける自社ホームページからの宿泊予約についても、年々増加傾

向にあり、集客のうえで欠かせない存在となっております。この様に、社内的にも対外的にも通信システムに

依存する部分が大きいため、システム障害が発生した場合およびインターネット環境に障害が発生した場合は、

ホテル営業に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 減損会計・退職給付債務等について 

当社グループでは既に減損会計を適用しておりますが、今後も実質的価値が下落した保有資産（投資有価証

券を含む）や収益性の低い店舗等について減損処理が必要となった場合、業績および財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。 
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また、当社グループの退職給付債務は、割引率や年金資産の期待運用収益率等の数値を基に算出しておりま

すが、これらの前提となる国内の株価や金利について予想外の変動が生じた場合、また年金制度の変更が生じ

た場合、当社の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社グループの繰延税金資産については、合理的な方法により将来の課税所得を見積もった上で計上

しておりますが、予想外の国内の経済情勢や消費行動の変動により課税所得の見積りを減額する必要が生じた

場合には、繰延税金資産の調整額が費用計上され、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ 自然災害について 

当社グループが主に店舗展開している青森県および岩手県は自然災害のうち特に大きな地震災害に何度か見

舞われております。店舗が比較的集中している八戸地区や青森地区を中心とする地震が発生した場合には、大

きな被害を受け、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社及び子会社７社で構成されスーパーマーケット事業を主な事業としております。 

当社の企業集団の事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります｡ 

( ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業 )   

株式会社ユニバース  スーパーマーケットの経営を行っております。 

株式会社第百エステイト  当社に対して店舗用地の一部を賃貸しております。 

株式会社ドラッグ・ユー  当社のテナントとしてドラッグストアの運営を行っております。 

株式会社八戸タウンセンター  八戸ニュータウンショッピングセンターの運営を行っております。 

( ホ テ ル 事 業 )   

株式会社ホテルユニバース  ビジネスホテルの経営を行っております。 

株式会社シェルブール  ホテルユニバース内でレストランの運営を行っております。 

株式会社Ａカードホテルシステム  ホテル利用者向けのポイントカードシステムの運営を行っております。 

( そ の 他 の 事 業 )   

ユニバース興産株式会社  損害保険及び生命保険の代理店業を営んでおります。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

（注）１ 会社名の前に●印を付した会社は連結子会社であります。 

２ 当社グループは、平成19年９月26日～28日に、株式会社八戸タウンセンターの少数株主が所有す

る212株の株式を25百万円で取得いたしました。この結果、当社の同社に対する持分比率は、97.3％

から99.9％に増加いたしました。 

 

 

《　ユ　ニ　バ　ー　ス　グ　ル　ー　プ　》

《スーパーマーケット事業》

お　　客　　様

《ホテル事業》
●
株
式
会
社
Ａ
カ
ー

ド
ホ
テ
ル
シ
ス
テ
ム

●
株
式
会
社
ホ
テ
ル
ユ
ニ
バ
ー

ス

●
株
式
会
社
シ
ェ

ル
ブ
ー

ル

ホテルネットワーク
によるポイント精算

テナント
入店

《その他
 の事業》

●
ユ
ニ
バ
ー

ス
興
産
株
式
会
社 店舗賃貸

事務委託

事務
委託

店舗用地
建物賃貸

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー

ス

（

当
社
）

事務委託

事務委託

テナント入店
事務委託

●株式会社ドラッグ・ユー

店舗用地賃貸
事務委託

●株式会社第百エステイト

●株式会社八戸タウンセンター
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３．経営方針 

（１）会社経営の基本方針 

 

当社グループは食品スーパーマーケットを主な事業とし、ビジネスホテル･保険代理店等の事業を展開しておりま

す。それぞれの事業では、地域に密着した営業を行うことをモットーにし、「お客様から信頼される企業になること

により、必要な利益をあげ続ける」ことを目指しております。 

グループの中核である当社は、「Customers, our Priority」（私たちは いつでも どこでも お客様 優先）を経

営方針の第一に掲げ、鮮度･品質にこだわった品揃えを目指すとともに、価格･サービスの面においてもお客様の信

頼をさらに高めるよう努力してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

 

当社は、売上高経常利益率を経営の 重要指標と位置付け、中長期的には、地域を代表する上場スーパーマーケ

ットの中の、高収益企業が達成している水準の確保を目指してまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 

当社グループは、過去10年にわたって「３カ年計画」を策定し、毎年実績検証を行うとともにローリング方式で

年度更新をしてまいりました。当３カ年計画の概要は以下の通りであります。 

 

 平成20年４月期 平成21年４月期 平成22年４月期 

売上高 941億30百万円 1,009億45百万円 1,066億23百万円

経常利益 33億20百万円 33億92百万円 38億76百万円

経常利益率 3.5％ 3.4％ 3.6％

 

上記目標を達成する為に、以下の重点施策に取組んでまいります。 

 

① 店舗開発 

現商勢圏の拡大と深耕を目的として、主力のスーパーマーケット事業においては引き続き年３店前後の新規出

店を継続してまいります。出店は売場面積2,000㎡を超えるＳＳＭ（大型スーパーマーケット）店舗を中心に、

原則ＮＳＣ（近隣型ショッピングセンター）ないしは複合店舗による出店を進め、一部単独出店も行う予定です。

このことにより、３年後の平成22年４月期のスーパーマーケット事業の店舗数は48店舗を目指します。 

② 売場作り、商品作り 

お客様の１週間の生活をまかなえる店になることを目指して、お客様のライフスタイルの変化に伴う食生活の

変化および安心・安全・健康志向を的確にとらえた売場作りと商品政策に注力してまいります。具体的には、少

人数世帯や高齢者世帯の増加を背景に平均単価の低下を恐れず少量パックの品揃えを充実させることや、「売れ

行き」に合わせた商品作りにより、お客様ができるだけ出来たて商品をお買い求めできるように努めるとともに、

一度に作りすぎることによる値下や廃棄の削減を目指します。また、一昨年から取り組み始めた第二開店、つま

り夕方４時・冬場は３時半を第二開店とし、夕方のピークタイムに備えた売場完成度向上を目指します。 

③ 商品政策 

商品政策については、産地・取引先の開拓のさらなる推進、地域密着型商品の品揃え強化等により、質の向上

と価格競争力の向上を同時に推進してまいります。また、「より上流のお取引先との取引」、つまり「問屋よりも

メーカー・産地との直接取引」を引き続き推進し、生鮮部門中心に成果を上げていきたいと考えております。 
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④ 物流の改善 

岩手県に新しい物流基地を設ける方向で検討を進めてまいります。当面、生鮮と日配の物流センター設置を先

行させて、具体的な検討に入る予定です。一方、平成19年４月期にスタートした水産一括物流の取り扱い品目を

拡大するとともに、次世代ＥＤＩ化を進め事務効率化にも寄与したいと考えております。また、店舗における作

業効率のさらなる改善を目的として、定時納品や積載方法の改善にも取り組む予定です。 

⑤ 人的効率の改善 

人的効率の改善に向けては、部門横断的なマンアワーの効率的な投入、自動補充およびセルフレジの実験等を

通じて、ローコストオペレーションへの取り組みを推進するとともに、パート化比率についても３年後に72.5％

まで引き上げるという目標を掲げて取り組むことにいたしました。このような施策により、３年後には労働分配

率で45％を恒常的に切る水準に持っていきたいと考えております。 

⑥ 人材の育成 

当社では、マネジメント能力・部門別技術技能・接客技術などの向上のための社員教育を重視しており、新入

社員研修から始まる階層別教育や、生鮮技能研修、チーフ能力育成セミナーといった、体系的な教育プログラム

を一層充実させたいと考えております。今後はパートナー社員の戦力化をさらに加速させるため、パートナー社

員の育成プログラムをさらに充実させ、新任ヘッドの５分の１はパートナー社員から登用できるようにしたいと

考えております。 

⑦ システム化の推進 

経理システムにつきましては、東京証券取引所が中心になって進めております決算開示の早期化もしくは決

算の短縮化の指導を受けて、35 日での開示を目指して主に連結決算や資産管理を中心として経理業務を効率化

させる仕組みを構築中であり、平成20年度の第１四半期決算から稼動させる予定です。また、人事システムに

つきましては、人材を適時・適所に配置することで人的効率を向上させる仕組みを、段階的に構築してまいり

ます。一方、営業面では稼動して５年目を迎えた基幹システムの更新と、前期に入れ替えたＰＯＳシステムを

有効に活用して、新しい販促方法や単品管理、特に単品の在庫管理について、一定の成果を出したいと考えて

います。また、ポイントカードシステムの入れ替え時期が迫っていることから、入れ替えを機に新しい販促方

法やＣＲＭ（顧客情報の管理・活用による顧客満足度の向上）について検討を進める予定です。 
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４．中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年10月20日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年４月20日） 

区分 
注記

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※2  5,654,854 7,942,954  5,608,779

 ２ 売掛金   91,703 105,944  92,871

 ３ 有価証券   79,244 21,417  17,967

 ４ たな卸資産   1,833,617 2,083,692  1,935,005

 ５ その他   897,376 875,494  966,226

   貸倒引当金   △904 △996  △881

 流動資産合計   8,555,892 24.9 11,028,507 29.1  8,619,969 24.5

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

 (１)建物及び構築物 ※1,2 7,286,337 7,699,349 7,903,850 

 (２)土地 ※2 12,100,180 12,318,176 12,493,281 

 (３)その他 ※1 1,386,688 20,773,205 60.4 2,064,076 22,081,601 58.2 1,436,854 21,833,986 61.9

 ２ 無形固定資産   329,907 1.0 334,763 0.9  366,894 1.0

 ３ 投資その他の資産    

 (１)差入保証金  3,215,972 3,047,534 2,930,221 

 (２)その他 ※2 1,511,819 1,424,172 1,512,369 

   貸倒引当金  △7,096 4,720,695 13.7 △8,296 4,463,410 11.8 △8,296 4,434,294 12.6

 固定資産合計   25,823,809 75.1 26,879,774 70.9  26,635,175 75.5

 資産合計   34,379,701 100.0 37,908,282 100.0  35,255,144 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年10月20日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年４月20日） 

区分 
注記

番号

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金   4,036,132 5,063,659  4,744,767

 ２ １年内返済予定長期借入金 ※2  2,366,965 2,226,279  2,171,903

 ３ 未払金   1,783,627 1,816,841  2,099,237

 ４ 賞与引当金   777,242 774,769  688,808

 ５ 役員賞与引当金   3,850 6,350  9,000

 ６ ポイント引当金   184,676 204,980  196,699

 ７ その他 ※2  753,154 1,302,335  1,211,466

 流動負債合計   9,905,647 28.8 11,395,215 30.1  11,121,882 31.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※2  6,147,607 4,046,228  5,167,907

 ２ 退職給付引当金   789,052 425,679  547,423

 ３ 役員退職慰労引当金   409,246 439,180  424,420

 ４ その他   1,148,997 1,310,523  1,308,251

 固定負債合計   8,494,903 24.7 6,221,611 16.4  7,448,002 21.1

 負債合計   18,400,550 53.5 17,616,826 46.5  18,569,885 52.6

      

 （純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   100,000 0.3 1,522,900 4.0  100,000 0.3

 ２ 資本剰余金   1,501,986 4.4 2,924,886 7.7  1,501,986 4.3

 ３ 利益剰余金   14,333,274 41.7 15,818,660 41.7  15,030,620 42.6

 株主資本合計   15,935,261 46.4 20,266,447 53.4  16,632,606 47.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金   43,889 0.1 24,586 0.1  29,876 0.1

 評価・換算差額等合計   43,889 0.1 24,586 0.1  29,876 0.1

Ⅲ 少数株主持分   － － 422 0.0  22,776 0.1

 純資産合計   15,979,150 46.5 20,291,455 53.5  16,685,259 47.4

 負債純資産合計   34,379,701 100.0 37,908,282 100.0  35,255,144 100.0
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（２）中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   43,540,180 100.0 46,869,326 100.0  89,027,582 100.0

Ⅱ 売上原価   32,241,451 74.0 34,476,376 73.6  65,731,877 73.8

   売上総利益   11,298,729 26.0 12,392,950 26.4  23,295,704 26.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

 １ 役員報酬及び従業員給与・賞与  3,725,381 3,932,717  8,383,478 

 ２ 賞与引当金繰入額  777,242 774,769  688,808 

 ３ 役員賞与引当金繰入額  3,850 6,350  9,000 

 ４ 退職給付費用  70,522 57,549  126,476 

 ５ 役員退職慰労引当金繰入額  14,326 16,410  29,500 

 ６ 法定福利厚生費  558,317 580,158  1,080,269 

 ７ 販売促進費  701,347 721,151  1,581,420 

 ８ ポイント引当金繰入額  109,995 135,004  120,991 

 ９ 水道光熱費  814,061 885,249  1,738,700 

 10 消耗品費  255,648 329,838  576,181 

 11 清掃衛生費  309,308 324,095  658,626 

 12 地代家賃  687,235 760,198  1,465,225 

 13 減価償却費  584,299 657,570  1,272,282 

 14 その他  1,521,883 10,133,417 23.3 1,373,499 10,554,560 22.5 2,914,145 20,645,108 23.2

   営業利益   1,165,312 2.7 1,838,389 3.9  2,650,596 3.0

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息及び受取配当金  15,033 25,793  38,132 

 ２ 補助金収入  6,722 8,275  19,617 

 ３ 再商品化委託料精算金  － 28,745  － 

 ４ 債務時効益  9,135 4,409  14,273 

 ５ その他  36,095 66,987 0.2 38,992 106,216 0.2 74,243 146,267 0.2

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  77,118 56,229  143,888 

 ２ 株式交付費  － 15,985  8,240 

 ３ その他  1,300 78,419 0.2 597 72,812 0.1 4,778 156,907 0.2

   経常利益   1,153,880 2.7 1,871,794 4.0  2,639,956 3.0

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※1 154,499 －  155,019 

 ２ 投資有価証券売却益  － 140  12,542 

 ３ 保険解約返戻金  404,430 －  404,430 

 ４ 退職給付制度変更による債務減少益  － －  185,121 

 ５ 退職給付引当金戻入  － 5,563  － 

 ６ その他  － 558,930 1.2 － 5,704 0.0 12,400 769,513 0.8

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産売却損 ※2 － 58,000  － 

 ２ 固定資産除却損 ※3 4,909 10,412  213,658 

 ３ 固定資産減損損失 ※4 － 104,258  221,317 

 ４ その他  － 4,909 0.0 － 172,671 0.4 35,583 470,559 0.5

税金等調整前中間(当期)純利益   1,707,900 3.9 1,704,827 3.6  2,938,911 3.3

   法人税、住民税及び事業税  245,025 730,102  731,736 

   法人税等調整額  △117,912 127,113 0.3 28,123 758,226 1.6 △ 70,958 660,778 0.7

   少数株主利益   － － 17 0.0  － －

   中間(当期)純利益   1,580,787 3.6 946,583 2.0  2,278,132 2.6
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月21日 至 平成18年10月20日)

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産 

合計 

平成18年４月20日残高 

（千円）
100,000 1,501,986 12,893,266 14,495,252 48,306 14,543,559

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 － － △132,118 △132,118 － △132,118

 利益処分による役員賞与 － － △8,660 △8,660 － △8,660

 中間純利益 － － 1,580,787 1,580,787 － 1,580,787

 株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － △4,417 △4,417

 
中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円）
－ － 1,440,008 1,440,008 △4,417 1,435,591

 
平成18年10月20日残高 

（千円）
100,000 1,501,986 14,333,274 15,935,261 43,889 15,979,150

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月21日 至 平成19年10月20日) 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他 

有価証券 

評価差額金 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 
平成19年４月20日残高 

（千円）
100,000 1,501,986 15,030,620 16,632,606 29,876 22,776 16,685,259

中間連結会計期間中の変動額    

 新株の発行 1,422,900 1,422,900 － 2,845,800 － － 2,845,800

 剰余金の配当 － － △158,542 △158,542 － － △158,542

 中間純利益 － － 946,583 946,583 － － 946,583

 株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － △5,289 △22,354 △27,644

 
中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円）
1,422,900 1,422,900 788,040 3,633,840 △5,289 △22,354 3,606,196

 
平成19年10月20日残高 

（千円）
1,522,900 2,924,886 15,818,660 20,266,447 24,586 422 20,291,455
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前連結会計年度(自 平成18年４月21日 至 平成19年４月20日) 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他 

有価証券 

評価差額金 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 
平成18年４月20日残高 

（千円）
100,000 1,501,986 12,893,266 14,495,252 48,306 － 14,543,559

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当 － － △132,118 △132,118 － － △132,118

 利益処分による役員賞与 － － △8,660 △8,660 － － △8,660

 当期純利益 － － 2,278,132 2,278,132 － － 2,278,132

 連結子会社の増加による少数株主持

分の増減額 
－ － － － － 22,776 22,776

 株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
－ － － － △18,430 － △18,430

 
連結会計年度中の変動額合計 

（千円）
－ － 2,137,354 2,137,354 △18,430 22,776 2,141,699

 
平成19年４月20日残高 

（千円）
100,000 1,501,986 15,030,620 16,632,606 29,876 22,776 16,685,259
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日 

 至 平成18年10月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  1,707,900 1,704,827 2,938,911

 ２ 減価償却費  584,299 657,570 1,272,282

 ３ 固定資産減損損失  － 104,258 221,317

 ４ のれん償却額  － △5,550 －

 ５ 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △30 115 1,146

 ６ 賞与引当金の増減額（△は減少）  133,389 85,960 44,955

 ７ 役員賞与引当金の増減額（△は減少）  － △2,650 9,000

 ８ ポイント引当金の増減額（△は減少）  441 8,280 12,465

 ９ 退職給付引当金の増減額（△は減少）  31,704 △121,744 △209,924

 10 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  14,326 14,760 29,500

 11 受取利息及び受取配当金  △15,033 △25,793 △38,132

 12 支払利息  77,118 56,229 143,888

 13 固定資産売却益  △154,499 － △155,019

 14 固定資産売却損  － 58,000 －

 15 固定資産除却損  4,909 10,412 213,658

 16 投資有価証券売却益  － △140 △12,542

 17 保険解約返戻金  △404,430 － △404,430

 18 売上債権の増減額（△は増加）  △7,740 △13,073 △8,907

 19 たな卸資産の増減額（△は増加）  60,481 △148,687 △40,906

 20 仕入債務の増減額（△は減少）  △331,528 318,892 377,106

 21 役員賞与の支払額  △8,660 － △8,660

 22 その他  280,568 16,154 389,427

    小計  1,973,215 2,717,819 4,775,136

 23 利息及び配当金の受取額  2,152 8,799 12,232

 24 利息の支払額  △73,454 △52,002 △138,289

 25 保険解約による受取額  455,122 － 455,122

 26 法人税等の支払額  △531,047 △717,112 △585,932

    営業活動によるキャッシュ・フロー  1,825,989 1,957,503 4,518,269
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日 

 至 平成18年10月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出  △10,004 △13,013 △436,076

 ２ 定期預金の払戻による収入  5,004 13,007 431,051

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △734,268 △1,201,450 △2,216,771

 ４ 有形固定資産の売却による収入  2,431,643 181,407 2,449,532

 ５ 無形固定資産の取得による支出  △65,304 △61,648 △194,614

 ６ 投資有価証券の取得による支出  △68,388 △1,528 △68,850

 ７ 投資有価証券の売却及び償還による収入  － 68,140 13,169

 ８ 子会社株式の取得による支出  － △25,836 －

 ９ 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出   － － 12,977

 10 差入保証金の差入による支出  △243,891 △240,908 △321,829

 11 差入保証金の返還による収入  118,616 92,521 152,648

 12 その他  13,606 △33,295 49,686

    投資活動によるキャッシュ・フロー  1,447,011 △1,222,603 △129,075

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額（△は減少）  △800,000 － △800,000

 ２ 長期借入れによる収入  － － 120,000

 ３ 長期借入金の返済による支出  △1,335,006 △1,067,302 △2,629,769

 ４ 株式の発行による収入  － 2,845,800 －

 ５ 配当金の支払額  △132,118 △158,542 △132,118

 ６ 少数株主への配当金の支払額  － △180 －

    財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,267,125 1,619,774 △3,441,888

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,230 911 △646

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,007,106 2,355,586 946,659

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,236,048 5,182,708 4,236,048

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 5,243,155 7,538,294 5,182,708※ 
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（５）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

① 連結子会社の数 ６社 

 連結子会社名 

株式会社ドラッグ・ユー、

株式会社第百エステイト、株

式会社ホテルユニバース、ユ

ニバース興産株式会社、株式

会社シェルブール、株式会社

Ａカードホテルシステム 

なお、株式会社フアルにつ

いては当中間連結会計期間

の期首において当社が吸収

合併したことにより消滅い

たしました。 

① 連結子会社の数 ７社 

  連結子会社名 

株式会社ドラッグ・ユー、

株式会社第百エステイト、株

式会社ホテルユニバース、ユ

ニバース興産株式会社、株式

会社シェルブール、株式会社

Ａカードホテルシステム、株

式会社八戸タウンセンター 

① 連結子会社の数 ７社 

  連結子会社名 

株式会社ドラッグ・ユー、

株式会社第百エステイト、株

式会社ホテルユニバース、ユ

ニバース興産株式会社、株式

会社シェルブール、株式会社

Ａカードホテルシステム、株

式会社八戸タウンセンター 

なお、株式会社フアルにつ

いては当連結会計年度の期

首において当社が吸収合併

したことにより消滅いたし

ました。 

また、株式会社八戸タウン

センターについては平成19

年３月26日に株式を追加取

得したことにより、持分法適

用関連会社から連結子会社

となりました。 

 ② 主要な非連結子会社名 

 該当ありません。 

② 主要な非連結子会社名 

 該当ありません。 

② 主要な非連結子会社名 

 該当ありません。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法を適用した関連会社数 

１社 

関連会社の名称 

株式会社八戸タウンセンター 

持分法を適用した関連会社数 

－社 

持分法を適用した関連会社数 

１社 

関連会社の名称 

株式会社八戸タウンセンター 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致してお

ります。 

連結子会社のうち、株式会社

八戸タウンセンターの中間決

算日は９月30日であります。 

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の中間財

務諸表を使用し、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整

を行っております。 

連結子会社のうち、株式会社

八戸タウンセンターの決算日

は３月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあた

っては、同決算日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

おります。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

   

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定) 

   時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

   時価のないもの 

同左 

① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 

   時価のないもの 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

 ② たな卸資産 

  商品 

主に売価還元法による原

価法 

  貯蔵品 

終仕入原価法による原

価法 

② たな卸資産 

  商品 

同左 

 

  貯蔵品 

同左 

② たな卸資産 

  商品 

同左 

 

  貯蔵品 

同左 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

   定率法 

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)につい

ては定額法 

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建物及び構築物 

７～47年 

その他  ３～20年 

① 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

   定額法 

なお、自社利用ソフトウ

ェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

② 無形固定資産 

同左 

 

② 無形固定資産 

同左 

 

 ③ 長期前払費用 

   定額法 

なお、土地の賃借に際し

て支出した権利金等につ

いては、不動産の賃借契約

期間に基づく定額法 

③ 長期前払費用 

同左 

 

③ 長期前払費用 

同左 

 

 (3) 重要な繰延資産

の処理方法 

―――――――――― ① 株式交付費 

支出時に全額費用処理して

おります。 

① 株式交付費 

同左 

 (4) 重要な引当金の

計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充て

るため、支給見込額基準による

当中間連結会計期間末算出額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充て

るため、支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上し

ております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

 ③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結会

計年度における支給見込額に

基づき、当中間連結会計期間に

見合う分を計上しております。

 (会計処理の変更) 

当中間連結会計期間より「役

員賞与に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17年

11月29日 企業会計基準第４

号)を適用しております。 

これにより、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益が、3,850千円減少してお

ります。 

③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結会

計年度における支給見込額に

基づき、当中間連結会計期間に

見合う分を計上しております。

③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連結会

計年度における支給見込額に

基づき計上しております。 

 (会計方針の変更) 

当連結会計年度より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号）を

適用しております。 

これにより、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純

利益が、それぞれ9,000千円減

少しております。 

 ④ ポイント引当金 

ポイントカード制度により

付与されるポイント利用によ

る費用発生に備えるため、当中

間連結会計期間末において将

来利用されると見込まれる額

を計上しております。 

④ ポイント引当金 

同左 

④ ポイント引当金 

ポイントカード制度により

付与されるポイント利用によ

る費用発生に備えるため、当連

結会計年度末において将来利

用されると見込まれる額を計

上しております。 

 ⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。 

なお、数理計算上の差異は、

当連結会計年度の発生額を翌

連結会計年度に一括費用処理

しております。 

また、平成18年４月21日に株

式会社フアルを吸収合併した

ことにより過去勤務債務

14,183千円が発生しておりま

す。過去勤務債務については、

当中間連結会計期間において

一括費用処理しております。 

⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。 

なお、数理計算上の差異は、

当連結会計年度の発生額を翌

連結会計年度に一括費用処理

しております。 

⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。 

なお、数理計算上の差異は、

当連結会計年度の発生額を翌

連結会計年度に一括費用処理

しております。 

また、平成18年４月21日に株

式会社フアルを吸収合併した

ことにより過去勤務債務

14,183千円が発生しておりま

す。過去勤務債務については、

当連結会計年度において一括

費用処理しております。 

 (追加情報) 

当社は、新人事制度の導入に

伴い、平成19年２月１日に現行

の適格退職年金及び退職一時

金の制度を変更して、規約型確

定給付企業年金制度へ移行い

たしました。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

   この制度変更に当たっては、

雇用の流動化及び成果主義へ

の対応としてポイント制の見

直しを行い、勤続ポイントを廃

止するとともに、これまで以上

に成果を給付に反映するよう

にいたしました。 

本移行に関しては、「退職給

付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用し、｢退職給

付制度変更による債務減少益｣

として特別利益に185,121千円

計上しております。 

 ⑥ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく当中

間連結会計期間末要支給額を

計上しております。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑥ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上

しております。 

 (5) 重要なリース取

引の処理方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

同左 同左 

 (6) 重要なヘッジ会

計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たして

いる金利スワップ取引につい

て、当該特例処理によっており

ます。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

…金利スワップ 

ヘッジ対象 

…金利変動により影響

を受ける長期借入金

利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを

回避する目的により、金利スワ

ップを利用しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特

例処理によっているため、有効

性の評価の判定を省略してお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

① 消費税等の会計処理 

税抜き方式によっており

ます。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

① 消費税等の会計処理 

同左 

 (7) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項 
―――――――――― ② 中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

中間連結会計期間に係る

納付税額および法人税等調

整額は、当期において予定し

ている圧縮記帳積立金の積

立ておよび取崩しを前提と

して、当中間連結会計期間に

係る金額を計算しておりま

す。 

―――――――――― 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書(

連結キャッシュ・フ

ロー計算書)におけ

る資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日

の到来する流動性の高い、容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資で

あります。 

同左 同左 
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（６）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

① 会計処理の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

(貸借対照表の純資産の部に関する会計

基準等) 

当中間連結会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は15,979,150千円でありま

す。 

中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結財

務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

 

―――――――――― (貸借対照表の純資産の部に関する会計

基準等） 

当連結会計年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は16,662,482千円でありま

す。 

連結財務諸表規則の改正により、当連

結会計年度における連結財務諸表は、改

正後の連結財務諸表規則により作成して

おります。 

 

(企業結合に係る会計基準等) 

当中間連結会計期間から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会 平成15

年10月31日)及び「事業分離等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第７号)並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」(企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第10号)を適用しております。 

なお、当該会計処理の変更が中間連結

財務諸表に与える影響はありません。 

 

―――――――――― (企業結合に係る会計基準等) 

当連結会計年度から「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成15年10

月31日）及び「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号）並びに「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準委員会

平成18年12月22日 企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。 

なお、当該会計処理の変更が連結財務

諸表に与える影響はありません。 

―――――――――― (有形固定資産の減価償却の方法) 

当中間連結会計期間から、平成19年度

税制改正に対応した減価償却計算システ

ムが整備されたことにより、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

この変更により、前中間連結会計期間

と同様の方法によった場合に比べ、営業

利益、経常利益及び税金等調整前中間純

利益はそれぞれ7,980千円減少しており

ます。 

―――――――――― 
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② 表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりまし

た「債務時効益」(前中間連結会計期間 

2,834千円)については、営業外収益の100

分の10超となったため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 

 

―――――――――― ―――――――――― 

 

 

③ 追加情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

―――――――――― （有形固定資産の減価償却の方法） 

当中間連結会計期間から、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却方法の適

用により、取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

この変更により、前中間連結会計期間

と同様の方法によった場合に比べ、営業

利益、経常利益、税金等調整前中間純利

益はそれぞれ5,174千円減少しておりま

す。 

―――――――――― 
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（７）中間連結財務諸表に関する注記事項 

 

① 中間連結貸借対照表関係 

前中間連結会計期間末 

（平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（平成19年４月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,472,397千円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 9,285,183千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,803,582千円 

※２ 担保に供している資産と、対応する

債務は次のとおりであります。 

 ①担保に供している資産（千円） 

現金及び預金

（定期預金） 
33,001 

建物及び構築物 4,778,040 

土地 9,600,400 

投資その他の資産

（投資有価証券） 
22,050 

合計 14,433,493  

※２ 担保に供している資産と、対応する

債務は次のとおりであります。 

 ①担保に供している資産（千円） 

現金及び預金

（定期預金） 
33,003

建物及び構築物 4,367,750

土地 9,262,400

投資その他の資産

（投資有価証券）
17,000

合計 13,680,154

  

※２ 担保に供している資産と、対応す

る債務は次のとおりであります。 

 ①担保に供している資産（千円） 

現金及び預金

（定期預金） 
33,003

建物及び構築物 4,557,074

土地 9,500,400

投資その他の資産

（投資有価証券） 
20,750

合計 14,111,228

  

②上記に対応する債務(千円) 

１年内返済予定

長期借入金 
1,799,090 

流動負債その他

（預り金） 
14,596 

長期借入金 5,380,125 

合計 7,193,811  

②上記に対応する債務（千円） 

１年内返済予定

長期借入金 
1,888,527

流動負債その他

（預り金） 
10,471

長期借入金 3,491,098

合計 5,390,096 

②上記に対応する債務（千円） 

１年内返済予定

長期借入金 
1,789,578

流動負債その他

（預り金） 
15,360

長期借入金 4,526,827

合計 6,331,765 
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② 中間連結損益計算書関係 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

※１ 固定資産売却益の内容は、次のとお

りであります。 

     土地      154,499千円 

※１ 

―――――――――― 

※１ 固定資産売却益の内容は、次のとお

りであります。 

     土地      155,019千円 

※２ 

―――――――――― 

※２ 固定資産売却損の内容は、次のとお

りであります。 

     土地       58,000千円 

※２ 

―――――――――― 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 2,173千円 

その他  2,735千円 

 合計      4,909千円 

 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 1,653千円

無形固定資産 1,662千円

その他     7,096千円

 合計     10,412千円 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとお

りであります。 

建物及び構築物 2,974千円

無形固定資産 10,649千円

その他    200,034千円

 合計     213,658千円 

※４ 

―――――――――― 

※４ 固定資産減損損失 

当社グループは、以下の資産グループ

について固定資産減損損失を計上して

おります。 

(1) 固定資産減損損失を認識した資産グ

ループの概要 

用途 種類 場所 金額 

事業用 土地･建物等
岩手県
盛岡市

104,258千円

合計 104,258千円

 

(2) 固定資産減損損失の内訳 

種類 金額 

建物及び構築物 64,874千円

土地 29,500千円

その他※ 9,883千円

合計 104,258千円
  

※ その他は、有形固定資産の「その他」

に含まれている器具及び備品です。

当社グループは、管理会計上の区分

を基礎にグルーピングを行っており

ますが、現在未稼働で今後も事業の用

に供する予定のないものについては

遊休資産としてグルーピングしてお

ります。 

事業用資産のうち収益性が低下し

ている資産グループについて、減損の

要否を検討し、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し固定資産減損損失を計

上しております。 

なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定してお

り、正味売却価額は主として不動産鑑

定評価基準に基づく不動産鑑定士に

よる評価額を基準としております。 

※４ 固定資産減損損失 

当社グループは、以下の資産グループ

について固定資産減損損失を計上して

おります。 

(1) 固定資産減損損失を認識した資産グ

ループの概要 

用途 種類 場所 金額 

土地･建物等 
岩手県 
岩手郡 

158,698千円
遊休
資産

建物等 
青森県 
三戸郡 

62,618千円

合計 221,317千円

 

(2) 固定資産減損損失の内訳 

種類 金額 

建物及び構築物 104,806千円

土地 100,000千円

その他※ 16,510千円

合計 221,317千円
  

※ その他は、有形固定資産の「その他」

に含まれている器具及び備品や、建物

の取壊費用等の見積額を含んでいま

す。 

当社グループは、管理会計上の区分

を基礎にグルーピングを行っており

ますが、現在未稼働で今後も事業の用

に供する予定のないものについては

遊休資産としてグルーピングしてお

ります。 

遊休資産のうち地価が下落してい

る物件について、減損の要否を検討

し、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し固定資産減損損失を計上しており

ます。 

なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定してお

り、正味売却価額は主として不動産鑑

定評価基準に基づく不動産鑑定士に

よる評価額を基準としております。 
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③ 中間連結株主資本等変動計算書関係 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月21日 至 平成18年10月20日） 

（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間末

株式数 

発行済株式 株 株 株 株

 普通株式 220,198 8,587,722 － 8,807,920

自己株式 株 株 株 株

 普通株式 － － － －

（注）発行株式の株式数の増加 8,587,722株は株式を40分割したことによります。 

（2）配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

千円 円平成18年７月14日 

定時株主総会 
普通株式 

132,118 600.00
平成18年４月20日 平成18年７月18日

    

当中間連結会計期間（自 平成19年４月21日 至 平成19年10月20日） 

（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間末

株式数 

発行済株式 株 株 株 株

 普通株式 8,807,920 1,800,000 － 10,607,920

自己株式 株 株 株 株

 普通株式 － － － －

（注）発行済株式の株式数の増加 1,800,000株は公募増資をしたことによります。  
（2）配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

千円 円平成19年７月18日 

定時株主総会 
普通株式 

158,542 18.00
平成19年４月20日 平成19年７月19日

    

前連結会計年度（自 平成18年４月21日 至 平成19年４月20日） 

（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

発行済株式 株 株 株 株

 普通株式 220,198 8,587,722 － 8,807,920

自己株式 株 株 株 株

 普通株式 － － － －

（注）発行済株式の株式数の増加 8,587,722株は株式を40分割したことによります。 

（2）配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

千円 円平成18年７月14日 

定時株主総会 
普通株式 

132,118 600.00
平成18年４月20日 平成18年７月18日

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

千円 円平成19年７月18日 

定時株主総会 
普通株式 

158,542
利益剰余金

18.00
平成19年４月20日 平成19年７月19日

 



 ㈱ユニバース（3078）平成 20 年４月期 中間決算短信 

- 31 - 

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係     (千円) 

現金及び預金 5,654,854 

有価証券 14,348 

合計 5,669,202 

預入期間3か月超の 

定期預金 
△426,047 

現金及び現金同等物 5,243,155 
 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係     (千円)

現金及び預金 7,942,954

有価証券 21,417

合計 7,964,371

預入期間3か月超の

定期預金 
△426,077

現金及び現金同等物 7,538,294

 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係        (千円)

現金及び預金 5,608,779

合計 5,608,779

預入期間3か月超の

定期預金 
△426,071

現金及び現金同等物 5,182,708

 

 

⑤ リース取引関係 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引 

 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

器具及び備品 957,861 720,575 237,286 

ソフトウェア 5,514 2,205 3,308 

合計 963,376 722,781 240,594  

 

取得価額

相当額

 

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

中間期末

残高

相当額

(千円)

器具及び備品 419,184 328,699 90,484

ソフトウェア 5,409 3,245 2,163

合計 424,593 331,945 92,648 

 

取得価額

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

期末残高

相当額

 

(千円)

器具及び備品 648,643 511,070 137,573

ソフトウェア 5,409 2,704 2,704

合計 654,053 513,774 140,278 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 127,478千円 

１年超 125,987千円 

合計 253,465千円 

  
 

１年以内 70,000千円

１年超 29,294千円

合計 99,294千円

 
 

１年以内 89,845千円

１年超 58,518千円

合計 148,364千円

 
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

支払リース料 95,806千円 

減価償却費相当額 89,812千円 

支払利息相当額 2,664千円 

  

支払リース料 42,712千円

減価償却費相当額 40,963千円

支払利息相当額 925千円

  

支払リース料 175,433千円

減価償却費相当額 164,768千円

支払利息相当額 4,357千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

         同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

         同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当

額の差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。 

  

(5) 利息相当額の算定方法 

         同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

         同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 23,445千円 

１年超 131,948千円 

合計 155,394千円 

  

１年以内 23,445千円

１年超 108,502千円

合計 131,948千円

  

１年以内 23,445千円

１年超 120,225千円

合計 143,671千円
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⑥ 有価証券関係 

 

前中間連結会計期間末（平成18年10月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

その他有価証券 

① 株式 74,511 136,023 61,511

② 債券 112,422 125,767 13,345

③ その他 － － －

合計 186,934 261,791 74,857

 

２ 時価評価されていない有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 ① 非上場株式 54,058

 ② ＭＭＦ 14,348

小計 68,407

子会社株式及び関連会社株式 

 ① 関連会社株式 10,056

小計 10,056

合計 78,464

 

 

当中間連結会計期間末（平成19年10月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

その他有価証券 

① 株式 67,873 110,181 42,307

② 債券 － － －

③ その他 － － －

合計 67,873 110,181 42,307

 

２ 時価評価されていない有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 ① 非上場株式 55,058

 ② ＭＭＦ 21,417

合計 76,475
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前連結会計年度末（平成19年４月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表 

計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

その他有価証券 

① 株式 74,345 121,581 47,236

② 債券 75,046 78,931 3,885

③ その他 － － －

合計 149,391 200,513 51,121

 

２ 時価評価されていない有価証券 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 ① 非上場株式 54,058

合計 54,058
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⑦ デリバティブ取引関係 

 

 前中間連結会計期間末（平成18年10月20日） 

  金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

 当中間連結会計期間末（平成19年10月20日） 

  金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

 前連結会計年度末（平成19年4月20日） 

  金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

 

 

 

⑧ セグメント情報 

 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月21日 至 平成18年10月20日)、当中間連結会計期間(自 平成19年４月

21日 至 平成19年10月20日)および前連結会計年度(自 平成18年４月21日 至 平成19年４月20日) 

スーパーマーケット事業の売上高及び営業利益の金額が、それぞれ全セグメントの売上高合計及び営業利益の

生じているセグメントの営業利益合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略いたしました。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月21日 至 平成18年10月20日)、当中間連結会計期間(自 平成19年４月

21日 至 平成19年10月20日) および前連結会計年度(自 平成18年４月21日 至 平成19年４月20日) 

在外子会社及び重要な在外支店はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月21日 至 平成18年10月20日)、当中間連結会計期間(自 平成19年４月

21日 至 平成19年10月20日) および前連結会計年度(自 平成18年４月21日 至 平成19年４月20日) 

海外売上高はありません。 
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⑨ １株当たり情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

 

１株当たり純資産額 1,814円18銭 

１株当たり中間純利益 179円47銭 

   

 

１株当たり純資産額 1,912円82銭

１株当たり中間純利益 89円40銭

  

 

１株当たり純資産額 1,891円76銭

１株当たり当期純利益 258円65銭

  
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  

 (注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日 

 至 平成18年10月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日 

 至 平成19年10月20日）

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日 

 至 平成19年４月20日）

純資産の部の合計額（千円） 15,979,150 20,291,455 16,685,259 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 

－ 422 22,776 

 （うち少数株主持分）（千円） （ －） （ 422） （ 22,776）

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
15,979,150 20,291,033 16,662,482 

期末の普通株式の数（株） 8,807,920 10,607,920 8,807,920 

  

 (注)２．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日 

 至 平成18年10月20日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日 

 至 平成19年10月20日）

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日 

 至 平成19年４月20日）

中間（当期）純利益（千円） 1,580,787 946,583 2,278,132 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
1,580,787 946,583 2,278,132 

普通株式の期中平均株式数（株） 8,807,920 10,588,247 8,807,920 
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⑩ 重要な後発事象 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

１ 重要な設備投資 

当社は、平成18年11月２日開催の取締

役会において、スーパーマーケット事業の

店舗で使用するＰＯＳレジについて、新機

能付加による顧客サービスの向上及び保

守性の向上を目的として、当連結会計年度

内に、一部新店を除く全店舗で現在使用し

ているＰＯＳレジを一括して切り替える

ことを決議いたしました。なお、新規導入

するＰＯＳレジの設備投資額は３億35百

万円であり、現在使用しているＰＯＳレジ

の除却損２億22百万円を特別損失として

計上する見込みであります。 

 

２ 店舗の閉店 

スーパーマーケット事業の滝沢ニュー

タウン店については、競争店の出店により

大幅減収が予測されており、競争店対策と

して増床したとしても投資回収が困難で

あると見込まれることから、当社は平成19

年１月22日開催の取締役会において、当連

結会計年度内に閉店することを決議いた

しました。なお、閉店後は、店舗建物を撤

去したうえで土地を売却する予定であり

ます。この閉店に伴い、固定資産減損損失

１億93百万円を特別損失として計上する

見込みであります。 

 

―――――――― １ 公募増資 

当社は平成19年４月24日に東京証券取

引所市場第二部に上場いたしました。 

上場に際して平成19年３月22日及び平

成19年４月５日開催の取締役会において、

下記のとおり新株式の発行を決議し、平成

19年４月23日に払込が完了いたしました。

この結果、平成19年４月23日付で資本金

は1,522,900千円、発行済株式総数は

10,607,920株となっております。 

 

① 募集方法 一般募集 

（ブックビルデ

ィング方式によ

る募集） 

② 発行する株式の種

類及び数 

普通株式

1,800,000株

③ 発行価格 １株につき

1,700円

一般募集はこの価格にて行いました。

④ 引受価額 １株につき

1,581円

 この価額は当社が引受人より1株当た

りの新株式払込金として受け取った金

額であります。 

 なお、発行価格と引受価額との差額の

総額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額の総額 2,845,800千円

⑥ 資本組入額の総額 1,422,900千円

⑦ 払込期日 平成19年４月23日

⑧ 配当基準日 平成20年４月20日

⑨ 資金の使途 設備資金及び 

システム更新等
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

３ 持分法適用会社が新たに発行する株

式の取得 

当社は、平成19年３月６日開催の取締

役会において、当社グループの持分法適用

会社である株式会社八戸タウンセンター

からの第三者割当による増資の募集に応

じ、当連結会計年度内に、同社が新たに発

行する８千株の株式を８億円で取得する

ことを決議いたしました。当該株式の取得

の対価は、自己資金をもって払込みする予

定であります。 

増資の目的は、同社が都市再生機構か

ら賃借している八戸ニュータウンショッ

ピングセンターの土地を購入するためで

あります。なお、八戸ニュータウンショッ

ピングセンターへは、スーパーマーケット

事業の八戸ニュータウン店が核テナント

として入居しております。 

この株式の取得により、同社は当社グ

ループの持分法適用会社ではなくなり、当

社グループの持分比率が97.3％の子会社

となる予定であります。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 (1) 販売実績 

                            （単位 千円） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月21日 
至 平成18年10月20日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月21日 

  至 平成19年10月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月21日 
 至 平成19年４月20日)項目 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%)

生鮮食品 13,195,782 30.3 14,004,819 29.9 27,255,306 30.6

惣菜・ベーカリー 3,662,058 8.4 4,052,223 8.6 7,560,987 8.5食
品 

加工食品 21,358,500 49.1 23,183,600 49.5 43,352,216 48.7

 計 38,216,341 87.8 41,240,643 88.0 78,168,510 87.8

日用雑貨 2,243,902 5.1 2,440,160 5.2 4,628,053 5.2

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
事
業 その他 1,694,653 3.9 1,781,933 3.8 3,512,413 3.9

 営業収入 426,071 1.0 446,076 1.0 859,148 1.0

 計 42,580,969 97.8 45,908,814 98.0 87,168,125 97.9

ホテル事業 940,143 2.2 941,172 2.0 1,818,920 2.1

その他の事業 19,067 0.0 19,339 0.0 40,537 0.0

合計 43,540,180 100.0 46,869,326 100.0 89,027,582 100.0

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (2) 仕入実績 

  （単位 千円） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月21日 
至 平成18年10月20日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月21日 

  至 平成19年10月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月21日 
 至 平成19年４月20日)項目 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%)

生鮮食品 9,738,740 30.3 10,240,268 29.6 20,045,166 30.6

惣菜・ベーカリー 2,120,937 6.6 2,285,940 6.6 4,340,517 6.6食
品 

加工食品 16,982,766 52.9 18,509,018 53.6 34,483,975 52.5

 計 28,842,444 89.8 31,035,226 89.8 58,869,660 89.7

日用雑貨 1,802,235 5.6 1,977,788 5.7 3,738,471 5.7

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
事
業 その他 1,402,905 4.4 1,472,400 4.3 2,889,822 4.4

 計 32,047,585 99.8 34,485,415 99.8 65,497,955 99.8

ホテル事業 69,507 0.2 69,424 0.2 137,824 0.2

その他の事業 - - - - - -

合計 32,117,092 100.0 34,554,840 100.0 65,635,779 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６．中間個別財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年10月20日） 

当中間会計期間末 

（平成19年10月20日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年４月20日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

(千円) 
構成比
(％)

金額 

(千円) 

構成比 

(％)

金額 

(千円) 
構成比
(％)

 （資産の部）    

 Ⅰ 流動資産    

  １ 現金及び預金 ※2  4,563,380 6,297,354  3,680,444

  ２ 売掛金   42,758 44,049  45,912

  ３ 有価証券   79,244 21,417  17,967

  ４ たな卸資産   1,702,756 1,952,717  1,811,571

  ５ その他   849,971 826,079  900,647

    貸倒引当金   △470 △487  △462

 流動資産合計   7,237,640 22.0 9,141,130 25.3  6,456,081 19.3

 Ⅱ 固定資産    

  １ 有形固定資産    

   (１)建物 ※1,2 6,313,681 6,237,710 6,423,641 

   (２)土地 ※2 10,698,667 10,933,409 11,108,515 

   (３)その他 ※1 1,774,352 18,786,701 57.2 2,246,848 19,417,968 53.6 1,825,725 19,357,882 57.8

  ２ 無形固定資産   323,200 1.0 329,657 0.9  360,948 1.1

  ３ 投資その他の資産    

   (１)関係会社株式  1,819,648 2,571,494 2,545,049 

   (２)差入保証金  3,118,373 3,286,927 3,169,168 

   (３)その他 ※2 1,606,092 1,502,471 1,627,883 

     貸倒引当金  △54,801 6,489,312 19.8 △62,170 7,298,722 20.2 △59,135 7,282,965 21.8

 固定資産合計   25,599,214 78.0 27,046,348 74.7  27,001,795 80.7

 資産合計   32,836,854 100.0 36,187,479 100.0  33,457,877 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年10月20日） 

当中間会計期間末 

（平成19年10月20日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年４月20日） 

区分 
注記

番号

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 
構成比
（％）

金額 

（千円） 
構成比
（％）

 （負債の部）    

 Ⅰ 流動負債    

  １ 買掛金   3,961,665 4,993,534  4,676,316

  ２ １年内返済予定長期借入金  ※2  2,249,965 2,125,579  2,070,403

  ３ 未払金   1,687,224 1,721,780  1,988,640

  ４ 賞与引当金   740,631 737,867  655,000

  ５ 役員賞与引当金   3,850 6,350  8,800

  ６ ポイント引当金   109,995 135,004  125,017

  ７ その他 ※2,3  724,289 1,245,005  1,126,825

 流動負債合計   9,477,622 28.8 10,965,120 30.3  10,651,001 31.8

 Ⅱ 固定負債    

  １ 長期借入金 ※2  6,044,407 4,030,428  5,108,007

  ２ 退職給付引当金   712,874 365,593  475,724

  ３ 役員退職慰労引当金    311,946 341,580  326,970

  ４ その他   1,162,431 1,157,961  1,147,671

 固定負債合計   8,231,659 25.1 5,895,563 16.3  7,058,373 21.1

 負債合計   17,709,281 53.9 16,860,683 46.6  17,709,374 52.9

    

 （純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本    

  １ 資本金   100,000 0.3 1,522,900 4.2  100,000 0.3

  ２ 資本剰余金    

   (１)資本準備金  1,311,433 2,734,333 1,311,433 

 資本剰余金合計   1,311,433 4.0 2,734,333 7.6  1,311,433 3.9

  ３ 利益剰余金    

   (１)利益準備金  25,078 25,078 25,078 

   (２)その他利益剰余金    

      圧縮記帳積立金  215,417 191,841 191,841 

      別途積立金  11,316,000 13,936,000 11,316,000 

      繰越利益剰余金  2,146,817 919,462 2,799,936 

 利益剰余金合計   13,703,313 41.8 15,072,382 41.6  14,332,855 42.9

    株主資本合計   15,114,746 46.1 19,329,615 53.4  15,744,288 47.1

 Ⅱ 評価・換算差額等    

  １ その他有価証券評価差額金    12,826 0.0 △2,819 △0.0  4,214 0.0

 評価・換算差額等合計   12,826 0.0 △2,819 △0.0  4,214 0.0

 純資産合計   15,127,573 46.1 19,326,795 53.4  15,748,502 47.1

 負債純資産合計   32,836,854 100.0 36,187,479 100.0  33,457,877 100.0

      

 

 



 ㈱ユニバース（3078）平成 20 年４月期 中間決算短信 

- 41 - 

（２）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

(千円) 
百分比
(％)

金額 

(千円) 
百分比 
(％)

金額 

(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   41,846,421 100.0 45,159,530 100.0  85,695,449 100.0

Ⅱ 売上原価   31,861,771 76.1 34,110,009 75.5  64,980,604 75.8

   売上総利益   9,984,649 23.9 11,049,520 24.5  20,714,845 24.2

Ⅲ 営業収入   452,669 1.1 453,284 1.0  912,056 1.0

   営業総利益   10,437,318 25.0 11,502,804 25.5  21,626,901 25.2

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※4  9,369,923 22.4 9,749,773 21.6  19,137,103 22.3

   営業利益   1,067,394 2.6 1,753,031 3.9  2,489,798 2.9

Ⅴ 営業外収益     

 １ 受取利息及び受取配当金  30,483 48,872  56,703 

 ２ その他  50,441 80,925 0.2 74,346 123,219 0.3 108,954 165,658 0.2

Ⅵ 営業外費用     

 １ 支払利息  75,045 54,421  139,283 

 ２ その他  1,258 76,304 0.2 16,840 71,261 0.2 12,045 151,329 0.2

   経常利益   1,072,016 2.6 1,804,989 4.0  2,504,127 2.9

Ⅵ 特別利益 ※1  1,169,099 2.8 140 0.0  1,366,621 1.6

Ⅶ 特別損失 ※2,3  4,697 0.1 167,847 0.4  541,834 0.6

   税引前中間（当期）純利益   2,236,418 5.3 1,637,282 3.6  3,328,914 3.9

   法人税、住民税及び事業税  238,197 695,869  687,697 

   法人税等調整額  △134,453 103,744 0.2 43,343 739,213 1.6 △120,998 566,698 0.7

   中間（当期）純利益   2,132,674 5.1 898,069 2.0  2,762,216 3.2
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（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年４月21日 至 平成18年10月20日) 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 圧縮記帳 

積立金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産合計

 
平成18年４月20日残高   

（千円) 
100,000 1,311,433 25,078 188,050 9,736,000 1,762,089 13,122,651 13,743 13,136,394

中間会計期間中の変動額    

 圧縮記帳積立金の積立 － － － 38,479 － △38,479 － － －

 圧縮記帳積立金の取崩 － － － △11,112 － 11,112 － － －

 別途積立金の積立 － － － － 1,580,000 △1,580,000 － － －

 剰余金の配当 － － － － － △132,118 △132,118 － △132,118

 利益処分による役員賞与 － － － － － △8,460 △8,460 － △8,460

 中間純利益 － － － － － 2,132,674 2,132,674 － 2,132,674

 株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額 

（純額） 

－ － － － － － － △916 △916

中間会計期間中の変動額合

計       （千円） 
－ － － 27,367 1,580,000 384,727 1,992,095 △916 1,991,178

 
平成18年10月20日残高   

（千円） 
100,000 1,311,433 25,078 215,417 11,316,000 2,146,817 15,114,746 12,826 15,127,573

 

 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月21日 至 平成19年10月20日)

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 圧縮記帳 

積立金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産合計

 
平成19年４月20日残高   

（千円） 
100,000 1,311,433 25,078 191,841 11,316,000 2,799,936 15,744,288 4,214 15,748,502

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 1,422,900 1,422,900 － － － － 2,845,800 － 2,845,800

 別途積立金の積立 － － － － 2,620,000 △2,620,000 － － －

 剰余金の配当 － － － － － △158,542 △158,542 － △158,542

 中間純利益 － － － － － 898,069 898,069 － 898,069

 株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額 

（純額） 

－ － － － － － － △7,033 △7,033

 
中間会計期間中の変動額合

計       （千円） 
1,422,900 1,422,900 － － 2,620,000 △1,880,473 3,585,326 △7,033 3,578,292

平成19年10月20日残高   

（千円） 
1,522,900 2,734,333 25,078 191,841 13,936,000 919,462 19,329,615 △2,819 19,326,795
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前事業年度(自 平成18年４月21日 至 平成19年４月20日) 

株主資本 
評価・換算

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 圧縮記帳 

積立金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産合計

 
平成18年４月20日残高   

（千円） 
100,000 1,311,433 25,078 188,050 9,736,000 1,762,089 13,122,651 13,743 13,136,394

事業年度中の変動額    

 圧縮記帳積立金の積立 － － － 38,479 － △38,479 － － －

 圧縮記帳積立金の取崩 － － － △34,688 － 34,688 － － －

 別途積立金の積立 － － － － 1,580,000 △1,580,000 － － －

 剰余金の配当 － － － － － △132,118 △132,118 － △132,118

 利益処分による役員賞与 － － － － － △8,460 △8,460 － △8,460

 当期純利益 － － － － － 2,762,216 2,762,216 － 2,762,216

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
－ － － － － － － △9,529 △9,529

 
事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － － 3,791 1,580,000 1,037,846 2,621,637 △9,529 2,612,108

 
平成19年４月20日残高   

（千円） 
100,000 1,311,433 25,078 191,841 11,316,000 2,799,936 15,744,288 4,214 15,748,502
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（４）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

１ 資産の評価基準及び評価方

法 

(1) 有価証券 

 1) 子会社株式及び関連

会社株式 

移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 1) 子会社株式 

移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 1) 子会社株式及び関連

会社株式 

移動平均法による原

価法 

 2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定) 

 2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

   時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

 1) 商品 

  ①ベーカリー部門・惣菜

部門の店舗在庫商品

(但し、ビッグハウス

店は全部門)及び生鮮

部門の物流センター

在庫商品 

終仕入原価法によ

る原価法 

(2) たな卸資産 

 1) 商品 

  ①ベーカリー部門・惣菜

部門の店舗在庫商品

(但し、ビッグハウス

店は全部門)及び生鮮

部門の物流センター

在庫商品 

同左 

(2) たな卸資産 

 1) 商品 

  ①ベーカリー部門・惣菜

部門の店舗在庫商品

(但し、ビッグハウス

店は全部門)及び生鮮

部門の物流センター

在庫商品 

同左 

  ②生鮮部門以外の物流

センター在庫商品 

移動平均法による原

価法 

  ②生鮮部門以外の物流

センター在庫商品 

同左 

  ②生鮮部門以外の物流

センター在庫商品 

同左 

  ③ベーカリー部門・惣菜

部門以外の店舗在庫

商品(但し、ビッグハ

ウス店を除く) 

売価還元法による原

価法 

  ③ベーカリー部門・惣菜

部門以外の店舗在庫

商品(但し、ビッグハ

ウス店を除く) 

同左 

  ③ベーカリー部門・惣菜

部門以外の店舗在庫

商品(但し、ビッグハ

ウス店を除く) 

同左 

 2) 貯蔵品 

終仕入原価法によ

る原価法 

 2) 貯蔵品 

同左 

 2) 貯蔵品 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

  定率法 

ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)については定額法 

なお、主な耐用年数は

次のとおりでありま

す。 

建物    ７～40年 

構築物   ３～42年 

車両運搬具 ４～７年 

器具及び備品 ３～20年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

なお、自社利用ソフト

ウェアについては、社

内における利用可能期

間(５年)に基づく定額

法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法 

なお、土地の賃借に際

して支出した権利金等

については、不動産の

賃借契約期間に基づく

定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理方法   ―――――――― (1) 株式交付費 

支出時に全額費用処理

しております。 

(1) 株式交付費 

同左 

４ 引当金の計上基準   

 

 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

充てるため、支給見込額の

うち当中間会計期間の負

担額を計上しております。

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

充てるため、支給見込額の

うち当事業年度の負担額

を計上しております。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

当事業年度における支給

見込額に基づき、当中間会

計期間に見合う分を計上

しております。 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

当事業年度における支給

見込額に基づき、当中間会

計期間に見合う分を計上

しております。 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

当事業年度における支給

見込額に基づき計上して

おります。 

  (会計処理の変更) 

当中間会計期間より「役

員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会

計基準第４号)を適用して

おります。 

これにより、営業利益、

経常利益及び税引前中間

純利益が、それぞれ3,850

千円減少しております。 

  (会計処理の変更) 

当事業年度より「役員賞

与に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成

17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用してお

ります。 

これにより、営業利益、

経常利益及び税引前当期

純利益が、それぞれ8,800

千円減少しております。 

 (4) ポイント引当金 

ポイントカード制度に

より付与されるポイント

利用による費用発生に備

えるため、当中間会計期間

末において将来利用され

ると見込まれる額を計上

しております。 

(4) ポイント引当金 

同左 

(4) ポイント引当金 

ポイントカード制度に

より付与されるポイント

利用による費用発生に備

えるため、当事業年度末に

おいて将来利用されると

見込まれる額を計上して

おります。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

 (5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期間

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異

は、当事業年度の発生額を

翌事業年度に一括費用処

理しております。 

また、平成18年４月21

日に株式会社フアルを吸

収合併したことにより過

去勤務債務14,183千円が

発生しております。過去勤

務債務については、当中間

会計期間において一括費

用処理しております。 

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期間

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異

は、当事業年度の発生額を

翌事業年度に一括費用処

理しております。 

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

なお、数理計算上の差異

は、当事業年度の発生額を

翌事業年度に一括費用処

理しております。 

また、平成18年４月21

日に株式会社フアルを吸

収合併したことにより過

去勤務債務14,183千円が

発生しております。過去勤

務債務については、当事業

年度において一括費用処

理しております。 

（追加情報） 

当社は、新人事制度の導

入に伴い、平成19年２月１

日に現行の適格退職年金

及び退職一時金の制度を

変更して、規約型確定給付

企業年金制度へ移行いた

しました。 

この制度変更に当たっ

ては、雇用の流動化及び成

果主義への対応としてポ

イント制の見直しを行い、

勤続ポイントを廃止する

とともに、これまで以上に

成果を給付に反映するよ

うにいたしました。 

本移行に関しては、「退

職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を

適用し、｢退職給付制度変

更による債務減少益｣とし

て特別利益に185,121千円

計上しております。 

 (6) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基

づく当中間会計期間末要

支給額を計上しておりま

す。 

(6) 役員退職慰労引当金 

 同左 

(6) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基

づく当事業年度末要支給

額を計上しております。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の

賃貸借取引に係わる方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満た

している金利スワップ取

引について、当該特例処理

によっております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

…金利スワップ 

ヘッジ対象 

…金利変動により影

響を受ける長期借

入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

借入金の金利変動リス

クを回避する目的により、

金利スワップを利用して

おります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

金利スワップについて

は、特例処理によっている

ため、有効性の評価の判定

を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

７ その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本と

なる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜き方式によってお

ります。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

  ―――――――――― (2) 中間会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整

額 

中間会計期間に係る納

付税額および法人税等調

整額は、当期において予定

している圧縮記帳積立金

の積立ておよび取崩しを

前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算して

おります。 

―――――――――― 
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（５）中間個別財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 ① 会計処理の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

（貸借対照表の純資産の部に関する会計

基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は15,127,573千円でありま

す。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部に関する会計

基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号)を

適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は15,748,502千円でありま

す。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における財務諸表は、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

   

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会 平成15年10

月31日)及び「事業分離等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号)並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準適用指

針第10号)を適用しております。 

 なお、当社の中間財務諸表上、当該子

会社株式の帳簿価額と増加株主資本との

差額610,169千円を特別利益に計上しま

した。 

―――――――――― （企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る会計

基準」(企業会計審議会 平成15年10月31

日)及び「事業分離等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第７号)並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」(企業会計基準委員会 平

成18年12月22日 企業会計基準適用指針

第10号)を適用しております。 

 なお、平成18年４月21日付けで連結子

会社株式会社フアルを吸収合併いたしま

したが、当社の財務諸表上、当該子会社

株式の帳簿価額と増加株主資本との差額

610,169千円を特別利益に計上しました。

   

―――――――――― （有形固定資産の減価償却の方法） 

 当中間会計期間から、平成19年度税制

改正に対応した減価償却計算システムが

整備されたことにより、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 この変更により、前中間会計期間と同

様の方法によった場合に比べ、営業利益、

経常利益、税引前中間純利益は、それぞ

れ5,864千円減少しております。 

―――――――――― 
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 ② 追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

―――――――― （有形固定資産の減価償却の方法） 

 当中間会計期間から、法人税法の改正

に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却方法の適用によ

り、取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。 

 この変更により、前中間会計期間と同

様の方法によった場合に比べ、営業利益、

経常利益、税引前中間純利益はそれぞれ

4,118千円減少しております。 

―――――――― 
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（６）中間財務諸表に関する注記事項 

 

 ① 中間貸借対照表関係 

前中間会計期間末 

（平成18年10月20日） 

当中間会計期間末 

（平成19年10月20日） 

前事業年度末 

（平成19年４月20日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 7,483,908千円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,108,141千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 7,672,534千円 

※２ 担保に供している資産と、対応する

債務は次のとおりであります。 

 ①担保に供している資産 

現金及び預金 

（定期預金） 
33,001千円 

建物 4,225,546千円 

土地 8,566,466千円 

投資その他の資産 

（投資有価証券） 
22,050千円 

合計 12,847,064千円 

  

※２ 担保に供している資産と、対応する

債務は次のとおりであります。 

 ①担保に供している資産 

現金及び預金 

（定期預金） 
33,003千円

建物 3,853,176千円

土地 8,228,466千円

投資その他の資産 

（投資有価証券） 
17,000千円

合計 12,131,645千円 

※２ 担保に供している資産と、対応する

債務は次のとおりであります。 

 ①担保に供している資産 

現金及び預金 

（定期預金） 
33,003千円

建物 4,024,098千円

土地 8,466,466千円

投資その他の資産 

（投資有価証券） 
20,750千円

合計 12,544,318千円 

  上記以外に関係会社より担保提供を

受けている資産は、次のとおりであり

ます。 

  上記以外に関係会社より担保提供を

受けている資産は、次のとおりであり

ます。 

  上記以外に関係会社より担保提供を

受けている資産は、次のとおりであ

ります。 

    土地       651,513千円 

 

    土地       651,513千円

 

    土地       651,513千円

②上記に対応する債務 

１年内返済予定 

 長期借入金 
1,689,290千円 

流動負債その他 

 （預り金） 
14,596千円 

長期借入金 5,278,325千円 

合計 6,982,211千円 

 

②上記に対応する債務 

１年内返済予定 

 長期借入金 
1,789,227千円

流動負債その他 

 （預り金） 
10,471千円

長期借入金 3,475,298千円

合計 5,274,996千円

 

②上記に対応する債務 

１年内返済予定 

 長期借入金 
1,693,078千円

流動負債その他 

 （預り金） 
15,360千円

長期借入金 4,466,927千円

合計 6,175,365千円

 

 ③上記担保に供している資産以外で、関

  係会社の金融機関借入金に対して、担

  保に供している資産 

 建物         161,779千円 

 ③上記担保に供している資産以外で、関

  係会社の金融機関借入金に対して、担

  保に供している資産 

 建物         169,840千円 

 ③上記担保に供している資産以外で、関

  係会社の金融機関借入金に対して、担

  保に供している資産 

 建物         179,099千円 

 土地         113,500千円 

  合計        292,599千円 

 

なお、これに対応する関係会社の借入

金は176,600千円であります。 

 

 土地         113,500千円 

  合計        275,279千円 

 

なお、これに対応する関係会社の借入

金は95,100千円であります。 

 土地         113,500千円 

  合計        283,340千円 

 

なお、これに対応する関係会社の借入

金は131,400千円であります。 

※３  

―――――――― 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※３ 

―――――――― 
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 ② 中間損益計算書関係 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

※１ 特別利益の主要項目 

 抱合せ株式消滅差益   610,169千円 

   当該利益は、完全子会社である株式

会社フアルとの合併に伴い、当該子会

社株式の帳簿価額と増加株主資本との

差額を特別利益として計上したもので

す。 

 保険解約返戻金     404,430千円 

 固定資産売却益(土地)  154,499千円 

※１  

―――――――――― 

※１ 特別利益の主要項目 

抱合せ株式消滅差益   610,169千円 

   当該利益は、完全子会社である株式

会社フアルとの合併に伴い、当該子会

社株式の帳簿価額と増加株主資本との

差額を特別利益として計上したもので

す。 

 保険解約返戻金     404,430千円 

 退職給付制度変更による債務減少益 185,121千円

固定資産売却益(土地)  154,499千円
 

※２ 特別損失の主要項目 

 固定資産除却損      4,697千円 

※２ 特別損失の主要項目 

固定資産減損損失     104,258千円

 固定資産売却損(土地)   58,000千円

 固定資産除却損       5,588千円
 

※２ 特別損失の主要項目 

固定資産減損損失    221,317千円 

固定資産除却損     212,574千円 

関係会社株式評価損    74,599千円 

※３ 

―――――――――― 

 

※３ 固定資産減損損失 

当社は、以下の資産グループについて

固定資産減損損失を計上しております。

(1) 固定資産減損損失を認識した資産グ

ループの概要 

用途 種類 場所 金額 

事業用
土地及び

建物等

岩手県

盛岡市
104,258千円

合計 104,258千円

(2) 固定資産減損損失の内訳 

種類 金額 

建物 64,712千円

構築物 162千円

器具及び備品 9,883千円

土地 29,500千円

合計 104,258千円

当社は、管理会計上の区分を基礎にグ

ルーピングを行っておりますが、現在未

稼働で今後も事業の用に供する予定の

ないものについては遊休資産としてグ

ルーピングしております。 

事業用資産のうち収益性が低下して

いる資産グループについて、減損の要否

を検討し、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し固定資産減損損失を計上してお

ります。 

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、正

味売却価額は主として不動産鑑定評価

基準に基づく不動産鑑定士による評価

額を基準としております。 

※３ 固定資産減損損失 

当社は、以下の資産グループについて

固定資産減損損失を計上しております。

(1) 固定資産減損損失を認識した資産グ

ループの概要 

用途 種類 場所 金額 
土地及び

建物等 

岩手県 

岩手郡 
158,698千円

遊休
資産

建物等 
青森県 

三戸郡 
62,618千円

合計 221,317千円

(2) 固定資産減損損失の内訳 

種類 金額 

建物 104,518千円

構築物 287千円

器具及び備品 41千円

土地 100,000千円

その他 ※ 16,469千円

合計 221,317千円

※ その他は、建物の取壊費用等の見積額です。

当社は、管理会計上の区分を基礎に

グルーピングを行っておりますが、現

在未稼働で今後も事業の用に供する予

定のないものについては遊休資産とし

てグルーピングしております。 

遊休資産のうち地価が下落している

物件について、減損の要否を検討し、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し固

定資産減損損失を計上しております。 

なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定してお

り、正味売却価額は主として不動産鑑

定評価基準に基づく不動産鑑定士によ

る評価額を基準としております。 
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 461,516千円

無形固定資産 75,336千円 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 508,296千円

無形固定資産 87,619千円 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,025,713千円

無形固定資産 157,213千円 
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 ③ 中間株主資本等変動計算書関係 

   中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 ④ リース取引関係 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

器具及び備品 946,315 712,693 233,622 

ソフトウェア 5,514 2,205 3,308 

合計 951,830 714,899 236,931 

  

 

取得価額

相当額

 

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

中間期末

残高 

相当額

(千円)

器具及び備品 415,088 326,944 88,143

ソフトウェア 5,409 3,245 2,163

合計 420,497 330,189 90,307

  

 

取得価額 

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

 

(千円)

器具及び備品 644,547 509,665 134,882

ソフトウェア 5,409 2,704 2,704

合計 649,957 512,370 137,586 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 125,882千円 

１年超 123,549千円 

合計 249,431千円 

   

１年以内 69,297千円

１年超 27,559千円

合計 96,857千円

  

１年以内 89,022千円

１年超 56,429千円

合計 145,452千円

  
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

支払リース料 94,628千円 

減価償却費相当額 88,716千円 

支払利息相当額 2,592千円 

  

支払リース料 42,193千円

減価償却費相当額 40,612千円

支払利息相当額 880千円

  

支払リース料 173,077千円

減価償却費相当額 162,700千円

支払利息相当額 4,229千円

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

  する定額法によっております。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

       同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

        同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額

  の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

  ついては、利息法によっております。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

       同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

       同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 23,445千円 

１年超 131,948千円 

合計 155,394千円  

１年以内 23,445千円

１年超 108,502千円

合計 131,948千円 

１年以内 23,445千円

１年超 120,225千円

合計 143,671千円 
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 ⑤ 有価証券関係 

前中間会計期間末(平成18年10月20日) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当中間会計期間末(平成19年10月20日) 

   子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(平成19年４月20日) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

 

 ⑥ １株当たり情報 

   中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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 ⑦ 重要な後発事象 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成18年10月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月21日  

 至 平成19年10月20日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月21日  

 至 平成19年４月20日） 

１ 重要な設備投資 

当社は、平成18年11月２日開催の取

締役会において、当社店舗で使用する

ＰＯＳレジについて、新機能付加によ

る顧客サービスの向上及び保守性の向

上を目的として、当事業年度内に、一

部新店を除く全店舗で現在使用してい

るＰＯＳレジを一括して切り替えるこ

とを決議いたしました。なお、新規導

入するＰＯＳレジの設備投資額は３億

35百万円であり、現在使用しているＰ

ＯＳレジの除却損２億22百万円を特別

損失として計上する見込みでありま

す。 

 

２ 店舗の閉店 

当社の滝沢ニュータウン店について

は、競争店の出店により大幅減収が予

測されており、競争店対策として増床

したとしても投資回収が困難であると

見込まれることから、平成19年１月22

日開催の取締役会において、当事業年

度内に閉店することを決議いたしまし

た。なお、閉店後は、店舗建物を撤去

したうえで土地を売却する予定であり

ます。この閉店に伴い、固定資産減損

損失１億93百万円を特別損失として計

上する見込みであります。 

 

３ 関連会社が新たに発行する株式の取

得 

当社は、平成19年３月６日開催の取

締役会において、当社の関連会社であ

る株式会社八戸タウンセンターからの

第三者割当による増資の募集に応じ、

当事業年度内に、同社が新たに発行す

る８千株の株式を８億円で取得するこ

とを決議いたしました。当該株式の取

得の対価は、自己資金をもって払込み

する予定であります。 

増資の目的は、同社が都市再生機構

から賃借している八戸ニュータウンシ

ョッピングセンターの土地を購入する

ためであります。なお、八戸ニュータ

ウンショッピングセンターへは、当社

の八戸ニュータウン店が核テナントと

して入居しております。 

この株式の取得により、当社の同社

に対する持分比率は97.3％となる予定

であります。 

―――――――― １ 公募増資 

当社は平成19年４月24日に東京証券

取引所市場第二部に上場いたしまし

た。 

上場に際して平成19年３月22日及び

平成19年４月５日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり新株式の発行を決

議し、平成19年４月23日に払込が完了

いたしました。 

この結果、平成19年４月23日付で資

本金は1,522,900千円、発行済株式総数

は10,607,920株となっております。 

 

① 募集方法 一般募集 

（ブックビルデ

ィング方式によ

る募集） 

② 発行する株式の種 

  類及び数 

普通株式

1,800,000株

③ 発行価格 １株につき

1,700円

 一般募集はこの価格にて行いました。

④ 引受価額 １株につき

1,581円

  この価額は当社が引受人より１株当

たりの新株式払込金として受け取った

金額であります。 

  なお、発行価格と引受価額との差額の

総額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額の総額 2,845,800千円

⑥ 資本組入額の総額 1,422,900千円

⑦ 払込期日 平成19年４月23日

⑧ 配当基準日 平成20年４月20日

⑨ 資金の使途 設備資金及び 

システム更新等
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