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1.  平成21年4月期第1四半期の連結業績（平成20年4月21日～平成20年7月20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 ％

21年4月期第1四半期 23,194 ― 778 ― 825 ― 487 ―

20年4月期第1四半期 22,729 7.3 924 49.5 925 51.2 453 △34.9

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

21年4月期第1四半期 45.93 ―

20年4月期第1四半期 42.91 ―

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

21年4月期第1四半期 35,912 20,937 58.3 1,973.75
20年4月期 36,992 20,719 56.0 1,953.17

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  20,937百万円 20年4月期  20,719百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年4月期 ― ― ― 25.00 25.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― 14.00 ―
14.00 

～16.00
28.00

～30.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年4月21日～平成21年4月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 48,340 ― 1,903 ― 1,947 ― 1,149 ― 108.32
通期 96,215 2.2 3,217 △3.7 3,289 △4.1 1,791 30.0 168.84

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

 （注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。   

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

 （注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。   

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載した予想数値ならびに将来に関する事項は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含
んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料４ページ【定性的情報・財務諸表
等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第1四半期  10,607,920株 20年4月期  10,607,920株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  20株 20年4月期  20株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期  10,607,900株 20年4月期第1四半期  10,568,359株
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報等 

当第１四半期の北東北３県における経済状況は、全体的に景気の後退感が強まっております。特に、

原油・原材料価格の高騰に伴うガソリンや生活必需品の値上がりによって家計の生活防衛意識がます

ます強まり、個人消費は弱い動きで推移しております。 

スーパーマーケット業界を取り巻く環境も、個人消費が落ち込んでいるほか商勢圏の一部で企業間

競争が激化するなど、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、当社は、「Customers, our Priority（私たちはいつでもどこでもお客様最優

先）」の理念のもと、お客様から支持され信頼される店になることに努めてまいりました。 

主力のスーパーマーケット事業では、商勢圏の深耕を図るために７月に株式会社マルエス主婦の店

から弘前市の３店舗の営業を譲受け、このうち２店舗を８月（第２四半期）に改装オープンいたしま

した。 

商品面では、売れ筋商品の「この価格のままでご奉仕します」宣言を継続して実施するとともに、

やむなく値上げする場合でも地域で一番遅い値上げを目指してまいりました。また、食の安心・安全

を確保する取組みとして前期までと同様外部機関による安全衛生検査および検査報告会の実施や鮮度

チェッカー等の社内検査の強化を進めてまいりました。 

店舗運営面では、時間帯別の販売管理を一層強化することにより、各時間帯別に異なるお客様のニ

ーズを満たすための売場作りを目指すとともに、生鮮食品の見切り値下げ及び廃棄の低減を推進して

まいりました。また営業面では、例年ご好評いただいているカード会員感謝デーなどの大型企画を定

期的に実施いたしました。これらの施策の結果、お客様のさらなるご支持をいただくことができ、既

存店売上高の対前年同期比は100.8％と堅調に推移いたしました。 

一方、人的効率の改善に向けては、ＶＴＲを用いた作業分析による作業の無駄の排除および時間外

勤務の削減を推進した結果、人的効率の指標の一つである人時売上高に改善がみられたほか、人件費

総額も当初計画の範囲内に抑えることができました。 

また、人材育成面につきましては、昨年定めた「ユニバースの口ぐせ」を全従業員に、より一層浸

透させて、当社の理念及び食品スーパーマーケットの基本を徹底してまいりました。 

なお、保険代理店業を営むユニバース興産株式会社の業績は、前期並みの堅調な業績となりました。 

この結果、当第１四半期の売上高は231億94百万円（前年同期比102.0％）、営業利益は７億78百万

円（前年同期比84.2％）、経常利益は８億25百万円（前年同期比89.2％）、第１四半期純利益は４億

87百万円（前年同期比107.4％）となり、増収を達成したものの営業利益・経常利益段階では減益、第

１四半期純利益段階では増益となりました。営業利益・経常利益段階の減益の主な要因は、四半期報

告制度の導入に伴い四半期決算における仕入割戻の計上をより精緻に行ったことによるものです。な

お、これによる通期の業績への影響はありません。 

最後にご心配をおかけしました６月の岩手･宮城内陸地震、７月の岩手北部地震につきましては、人

身被害は一切なく、一部店舗設備の破損や商品落下によりおよそ10百万円の損失が発生いたしました

が、当第１四半期および当期通期の業績に大きな影響を与えるまでには至らなかったことをご報告い

たします。 
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（注） 連結経営成績に関する前年同期との比較数値について、比較対象として使用した前年同期

の実績値は、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）が適用される以前に

おいて、当社が独自に計算した実績値であります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報等 

(1) 財政状態（連結）の変動状況 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、10億79百万円減少し359億12百万円となりま

した。これは主に、法人税等の納税により現金及び預金が減少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12億98百万円減少し149億75百万円となりました。これは主に、法

人税等の納税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２億18百万円増加し209億37百万円となりました。これは主に、

第１四半期純利益の計上および配当金の支払があったこと等によるものです。 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末の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13億59百万円減少し、57億65百万円となりました。 

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２億19百万円であり、前年同期に比べて４億７百万円減少いたしま

した。これは主に、夏期賞与の支給日を１カ月早めたほか、法人税等の納税額が増加したこと等によ

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８億57百万円であり、前年同期に比べて２億80百万円増加いたしま

した。これは主に、営業の譲受による固定資産の取得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） 

財務活動の結果使用した資金は７億23百万円となりました（前年同期は21億円の収入）。これは主

に、前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りましたが、当期は

借入金の約定返済を進めたこと等によるものです。 

 

（注） 連結財政状態に関する前年同期との比較数値について、比較対象として使用した前年同期

の実績値は、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）が適用される以前に

おいて、当社が独自に計算した実績値であります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、四半期報告制度の導入に伴い四半期決算における仕入割戻の計上をより精

緻に行ったことから、営業利益・経常利益段階では一時的に当初計画を下回って推移しておりますが、

これによる通期の業績への影響はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお

ります。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

 

(3) 四半期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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準等 

当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月21日から平成20年７月20日まで）は、「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７

日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸

表規則を早期に適用しております。 

② 会計処理の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として売価還元法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定して

おります。なお、この変更による売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

 (1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年７月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年４月20日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 6,150  7,497

  売掛金 50  49

  有価証券 22  20

  商品 2,328  2,046

  その他 680  912

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 9,232  10,525

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 7,223  7,362

   土地 13,040  12,968

   その他（純額） 1,348  1,394

   有形固定資産合計 21,612  21,726

  無形固定資産  

   のれん 276  －

   その他 602  626

   無形固定資産合計 878  626

  投資その他の資産 4,188  4,114

  固定資産合計 26,679  26,467

 資産合計 35,912  36,992
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 (単位：百万円)

 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年７月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年４月20日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  買掛金 5,567  4,819

  1年内返済予定の長期借入金 1,750  1,964

  未払法人税等 149  1,090

  賞与引当金 429  685

  役員賞与引当金 3  11

  ポイント引当金 147  143

  その他 2,221  2,498

  流動負債合計 10,270  11,213

 固定負債  

  長期借入金 2,877  3,163

  退職給付引当金 194  251

  役員退職慰労引当金 350  357

  その他 1,281  1,287

  固定負債合計 4,704  5,060

 負債合計 14,975  16,273

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 1,522  1,522

  資本剰余金 2,924  2,924

  利益剰余金 16,471  16,249

  自己株式 △0  △0

  株主資本合計 20,919  20,697

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 18  22

  評価・換算差額等合計 18  22

 純資産合計 20,937  20,719

負債純資産合計 35,912  36,992
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 (2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

 
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月21日 
 至 平成20年７月20日) 

売上高 23,194

売上原価 17,468

売上総利益 5,725

販売費及び一般管理費 

 役員報酬及び従業員給与・賞与 1,880

 賞与引当金繰入額 429

 役員賞与引当金繰入額 3

 退職給付費用 26

 役員退職慰労引当金繰入額 7

 法定福利及び厚生費 280

 販売促進費 273

 ポイント引当金繰入額 147

 水道光熱費 413

 消耗品費 69

 清掃衛生費 142

 地代家賃 327

 減価償却費 306

 その他 641

 販売費及び一般管理費合計 4,947

営業利益 778

営業外収益 

 受取利息及び配当金 12

 補助金収入 9

 再商品化委託料精算金 27

 その他 18

 営業外収益合計 66

営業外費用 

 支払利息 19

 その他 0

 営業外費用合計 19

経常利益 825

税金等調整前四半期純利益 825

法人税、住民税及び事業税 128

法人税等調整額 209

法人税等合計 338

四半期純利益 487
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 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:百万円) 

 
当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月21日 
 至 平成20年７月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益 825

 減価償却費 306

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

 賞与引当金の増減額（△は減少） △256

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 4

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △56

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6

 受取利息及び受取配当金 △12

 支払利息 19

 売上債権の増減額（△は増加） △1

 たな卸資産の増減額（△は増加） △282

 仕入債務の増減額（△は減少） 747

 その他 △25

 小計 1,254

 利息及び配当金の受取額 4

 利息の支払額 △19

 法人税等の支払額 △1,019

 営業活動によるキャッシュ・フロー 219

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △322

 無形固定資産の取得による支出 △420

 投資有価証券の取得による支出 △0

 差入保証金の差入による支出 △119

 差入保証金の回収による収入 3

 その他 0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △857

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金の返済による支出 △499

 配当金の支払額 △224

 財務活動によるキャッシュ・フロー △723

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,359

現金及び現金同等物の期首残高 7,125

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,765

 

－8－



 
株式会社ユニバース (3078) 平成21年４月期 第１四半期決算短信 

 

 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月21日 至 平成20年７月20日） 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月21日 至 平成20年７月20日） 

該当事項はありません。 

－9－



 
株式会社ユニバース (3078) 平成21年４月期 第１四半期決算短信 

 

 

「参考資料」 

(1)（要約）前四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月21日 
 至 平成19年７月20日)科   目 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 22,729 

Ⅱ 売上原価 16,658 

売上総利益 6,071 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,146 

１ 役員報酬及び従業員給与・賞与 1,943 

２ 賞与引当金繰入額 388 

３ 退職給付費用 29 

４ 役員退職慰労引当金繰入額 7 

５ 法定福利厚生費 283 

６ 販売促進費 281 

７ ポイント引当金繰入額 125 

８ 水道光熱費 417 

９ 消耗品費 136 

10 清掃衛生費 158 

11 地代家賃 371 

12 減価償却費 316 

13 その他 685 

営業利益 924 

Ⅳ 営業外収益 45 

１ 受取利息及び受取配当金 9 

２ 補助金収入 7 

３ その他 28 

Ⅴ 営業外費用 45 

１ 支払利息 29 

２ その他 16 

経常利益 925 

Ⅵ 特別損失 63 

１ 固定資産売却損 58 

２ 固定資産除却損 5 

税金等調整前四半期純利益 862 

法人税、住民税及び事業税 505 

法人税等調整額 △97 

少数株主利益 0 

四半期純利益 453 
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(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月21日 
 至 平成19年７月20日)

区 分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期純利益 862 

２ 減価償却費 316 

３ 負ののれん償却額 △9 

４ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 

５ 賞与引当金の増減額（△は減少） 340 

６ 退職給付引当金の増減額（△は減少） △52 

７ 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 

８ 受取利息及び受取配当金 △9 

９ 支払利息 29 

10 固定資産売却損 58 

11 固定資産除却損 5 

12 売上債権の増減額（△は増加） △4 

13 たな卸資産の増減額（△は増加） △253 

14 仕入債務の増減額（△は減少） △131 

15 役員賞与の支払額 △9 

16 その他 230 

小 計 1,381 

17 利息及び配当金の受取額 5 
18 利息の支払額 △28 

19 法人税等の支払額 △730 

営業活動によるキャッシュ・フロー 627 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出 △631 

２ 有形固定資産の売却による収入 181 

３ 無形固定資産の取得による支出 △35 

４ 投資有価証券の取得による支出 △0 

５ 投資有価証券の売却及び償還による収入 61 

６ 差入保証金の差入による支出 △155 

７ 差入保証金の返還による収入 3 

８ その他 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △576 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 長期借入金の返済による支出 △586 

２ 株式の発行による収入 2,845 

３ 少数株主への配当金の支払額 △0 

４ 配当金の支払額 △158 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,100 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 2,152 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,182 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7,335 
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