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1.  平成21年4月期第3四半期の連結業績（平成20年4月21日～平成21年1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3四半期 72,634 ― 2,837 ― 2,902 ― 1,592 ―

20年4月期第3四半期 71,160 6.4 2,714 47.9 2,747 51.3 1,431 △25.5

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3四半期 150.15 ―

20年4月期第3四半期 135.08 ―

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3四半期 36,230 21,889 60.4 2,063.50
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3四半期  21,889百万円 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 ― 14.00 ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ―――
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、６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、６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６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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第3四半期  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3四半期  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3四半期  10,607,900株 20年4月期第3四半期  10,594,829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３四半期連結累計期間における北東北３県の経済状況は、特に10月以降、世界的な金

融危機および実体経済悪化の影響を受け、輸出関連企業の生産体制の縮小や倒産が見られる

など、景気は急速に悪化しております。 

個人消費についても、資源価格の高騰に伴うガソリン・生活必需品の値上がりによる影響

を大きく受けました。10月以降は一転し一段落したものの、その後の世界景気後退の影響に

より雇用情勢が悪化して将来の生活不安が徐々に高まっており、個人消費の動向はますます

先行き不透明な状況となっております。 

主力のスーパーマーケット事業を取り巻く業界環境も、消費者の節約志向が一段と強まっ

ているほか商勢圏の一部で激しい企業間競争が続くなど、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

優先）」の理念のもと、お客様の一層のご支持・ご信頼を得られるよう努めてまいりまし

た。 

店舗展開では、８月にＵマート桔梗野店（当社42店舗目・青森県弘前市）、Ｕマート弘大

前店（当社43店舗目・青森県弘前市）を出店いたしました。この２店舗は、株式会社マルエ

ス主婦の店（７月に破産）から営業権を取得した店舗を、改装したものであります。 

既存店の活性化では、10月に久慈・川崎町店（岩手県久慈市）、11月に中野店（旧ファル

茶畑店、岩手県盛岡市）のスクラップ＆ビルド（２店舗とも旧店舗を取壊して隣接地に新店

舗を建設、後者は店名も変更）を実施し、当社 新の標準装備を実装いたしました。また、

12月には松園町店（青森県三沢市）のリニューアルを実施いたしました。 

 

なお、当社単体の当第３四半期累計期間の主な設備投資は、以下の通りであります。 

店舗名称等 売場面積 投資額
(百万円) 開店年月 

Ｕマート桔梗野店（営業権取得店舗の改装） 807㎡ 233 平成20年８月 

Ｕマート弘大前店（営業権取得店舗の改装） 1,177㎡ 224 平成20年８月 

久慈・川崎町店（スクラップ＆ビルド） 2,348㎡ 550 平成20年10月 

中野店（スクラップ＆ビルド） 1,474㎡ 526 平成20年11月 

その他既存店舗（什器備品等） － 630 － 

ⅠＴ投資 － 83 － 

合 計 － 2,246 － 

 

商品面では、お客様の生活防衛意識が高まり節約志向が強くなる中、価格競争力を強化す

るために、平成19年12月より継続実施している「この価格のままでご奉仕します」宣言に、

第３四半期からは対象商品をさらに400品目追加して650品目に拡大し、「価格を引き下げ 

ご奉仕します」宣言に変更して継続しております。また、相次ぐ食品偽装や毒物混入事件に

よって食の安全･安心に対する不信感が広がる中、食の安全･安心を確保する取組みとして、
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当社が 重視している鮮度管理を一層徹底するとともに、それらに関わる問題が発生した時

の当社の対応ルールを、見直しを含めて再確認いたしました。 

店舗運営面では、時間帯別の売場状況をビジュアル化して全店長出席のもとで検証を行う

ことにより、時間帯別の売場管理を強化してまいりました。また販売促進面では、東京証券

取引所市場第一部への指定替えを機に上場記念セールを展開し、お客様に感謝の気持をお伝

えするとともに、例年ご好評いただいている生鮮スペシャルやカード会員感謝デーなどの大

型企画を実施いたしました。 

一方、人的効率の改善に向けては、店舗の作業効率を向上させるために、ＶＴＲによる作

業分析を継続するとともに、５Ｓ運動（整理、整頓、清掃、清潔、躾）を全店舗に一斉展開

して、作業のムダの発見に努めてまいりました。この取組みにより、人的効率の改善が図ら

れております。 

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定めた「ユニバースの

口ぐせ」を、全従業員へ一層浸透させるよう努めました。この取組みはすでに１年半以上継

続しており、この人材育成の成果が、堅調な業績の確保につながっているものと認識してお

ります。 

環境問題への対応につきましては、平成21年２月２日より青森県内の29店舗でレジ袋の無

料配布を中止いたしました。これは、青森県全体（行政および県内各小売業者）の取組みで

ありますが、当社は青森県を代表する小売業者として、この取組みに準備段階から積極的に

関与してまいりました。 

また、平成21年１月１日から３日まで（一部地域では５日まで）八戸市を中心に７市町で

発生した広域断水事故への対応につきましては、大規模地震対策の一環として断水への対応

に備えていたこともあり、店舗作業用水および販売用飲料水等を確保することができたため、

営業時間を変更することなく営業を行い、お客様のニーズに対応することができました。 

これらの施策の結果、お客様の相変わらぬご支持をいただくことができ、当社単体の既存

店売上高は対前年同期比で100.9％、既存店客数は対前年同期比で100.7％となり、厳しい経

済環境や競争状態にもかかわらず堅調に推移いたしました。当社単体の当第３四半期累計期

間の営業状況は、以下の通りであります。 

当社単体 項目 

当第３四半期累計期間 前年同期間 

店 舗 数 43店舗 （前年同期末比 ２店舗増） 41店舗

全 店 71,279百万円 （前年同期比 104.2％） 68,411百万円店舗売上高 

既存店 62,004百万円 （前年同期比 100.9％） 61,433百万円

全 店 3,236万人 （前年同期比 105.1％） 3,078万人来 店 客 数 

既存店 2,787万人 （前年同期比 100.7％） 2,766万人

全 店 2,202円 （前年同期比  99.1％） 2,222円客 単 価 

既存店 2,224円 （前年同期比 100.2％） 2,220円

全 店 191円 （前年同期比 101.3％） 189円１ 品 単 価 

既存店 191円 （前年同期比 101.6％） 189円

平均買上点数 全 店 11.5点 （前年同期比  97.8％） 11.8点
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当社単体 項目 

当第３四半期累計期間 前年同期間 

 既存店 11.6点 （前年同期比  98.6％） 11.8点

全 店 37,287万点 （前年同期比 102.8％） 36,254万点総買上点数 

既存店 32,379万点 （前年同期比  99.4％） 32,587万点

 

なお、その他の事業といたしましては、保険代理店業を営むユニバース興産株式会社の業

績が、前期を上回る堅調な業績となりました。 

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高が726

億34百万円（前年同期比102.1％）、営業利益が28億37百万円（前年同期比104.5％）、経常

利益が29億２百万円（前年同期比105.6％）、四半期純利益が15億92百万円（前年同期比

111.3％）と増収・増益となりました。なお、平成20年３月にホテル事業３社を譲渡したこと

により、連結売上高の伸びが単体売上高よりも低くなっているほか、連結の売上総利益率が

前年同期比でマイナス1.0％となっております。ただし、単体の売上総利益率については、廃

棄率の改善などにより前年同期比でプラス0.2％を確保することができました。 

 

後に、当社株式は平成20年12月25日付で、東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されま

したことをご報告いたします。平成19年４月24日に東京証券取引所市場第二部に上場してか

ら１年８カ月で市場第一部銘柄に指定されましたことは、ひとえに株主の皆様やお客様をは

じめ、関係する皆様方のあたたかいご支援の賜物と、心より御礼申し上げます。 

 

（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。 
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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３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、７億62百万円減少

し362億30百万円となりました。これは主に、法人税等の納税および借入金の約定返済によ

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19億32百万円減少し143億40百万円となりました。これ

は主に、総資産の減少理由と同様、法人税等の納税および借入金の約定返済があったこと

等によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ11億70百万円増加し218億89百万円となりました。こ

れは主に、第３四半期純利益の計上によるものです。 

 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間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16億69百万円減少し、54億55百万円となりました。 

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23億13百万円であり、前年同期に比べて12億６百万円

減少いたしました。これは主に、前第３四半期末日が金融機関の休業日であり仕入債務

の支払が翌月に繰り越された関係で、当期の仕入債務の支払が前年同期に比べて５億50

百万円増加したことおよび法人税等の納税額が５億86百万円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） 

投資活動の結果支出した資金は21億16百万円であり、前年同期に比べて８億２百万円

減少いたしました。これは主に、前年同期は従来賃借していた店舗用地の取得等があっ

たことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は18億58百万円であり、その内訳は借入金の約定返済を

進めたことおよび配当金の支払があったこと等によるものです。前年同期は10億61百万

円の収入がありましたが、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行っ

た公募増資による払込があったためであります。 

 

（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３四半期連結累計期間の業績は、おおむね計画通りに推移しているため、通期の業績

予想につきましては、現時点では平成20年６月２日に発表いたしました業績予想からの変更

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３四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。 

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、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、この変更による当第３四半期連結累計

期間の売上総利益、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３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 5,857 7,497

売掛金 46 49

有価証券 2 20

商品 2,342 2,046

その他 666 912

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 8,915 10,525

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,687 7,362

土地 13,098 12,968

その他（純額） 1,424 1,394

有形固定資産合計 22,210 21,726

無形固定資産   

のれん 243 －

その他 589 626

無形固定資産合計 833 626

投資その他の資産 4,270 4,114

固定資産合計 27,314 26,467

資産合計 36,230 36,992

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,575 4,819

1年内返済予定の長期借入金 1,464 1,964

未払法人税等 248 1,090

賞与引当金 358 685

役員賞与引当金 9 11

ポイント引当金 167 143

その他 2,542 2,498

流動負債合計 10,367 11,213

固定負債   

長期借入金 2,214 3,163

退職給付引当金 81 251

役員退職慰労引当金 366 357

その他 1,311 1,287

固定負債合計 3,973 5,060

負債合計 14,340 16,273
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１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) 

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 17,428 16,249

自己株式 △0 △0

株主資本合計 21,876 20,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13 22

評価・換算差額等合計 13 22

純資産合計 21,889 20,719

負債純資産合計 36,230 36,992
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年１月20日) 

売上高 72,634

売上原価 54,171

売上総利益 18,462

販売費及び一般管理費  

役員報酬及び従業員給与・賞与 6,670

賞与引当金繰入額 358

役員賞与引当金繰入額 9

退職給付費用 81

役員退職慰労引当金繰入額 22

法定福利及び厚生費 834

販売促進費 1,204

ポイント引当金繰入額 167

水道光熱費 1,337

消耗品費 425

清掃衛生費 467

地代家賃 1,006

減価償却費 993

その他 2,045

販売費及び一般管理費合計 15,625

営業利益 2,837

営業外収益  

受取利息及び配当金 32

補助金収入 22

再商品化委託料精算金 27

その他 47

営業外収益合計 129

営業外費用  

支払利息 55

その他 9

営業外費用合計 64

経常利益 2,902
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年１月20日) 

特別利益  

違約金収入 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除却損 84

投資有価証券評価損 26

災害による損失 13

その他 3

特別損失合計 128

税金等調整前四半期純利益 2,777

法人税、住民税及び事業税 853

法人税等調整額 330

法人税等合計 1,184

四半期純利益 1,592
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月21日 
 至 平成21年１月20日) 

売上高 24,892

売上原価 18,393

売上総利益 6,498

販売費及び一般管理費  

役員報酬及び従業員給与・賞与 1,987

賞与引当金繰入額 358

役員賞与引当金繰入額 3

退職給付費用 27

役員退職慰労引当金繰入額 7

法定福利及び厚生費 273

販売促進費 345

ポイント引当金繰入額 167

水道光熱費 473

消耗品費 164

清掃衛生費 178

地代家賃 342

減価償却費 365

その他 690

販売費及び一般管理費合計 5,384

営業利益 1,114

営業外収益  

受取利息及び配当金 9

補助金収入 12

その他 15

営業外収益合計 36

営業外費用  

支払利息 17

その他 3

営業外費用合計 21

経常利益 1,129

特別損失  

固定資産除却損 42

投資有価証券評価損 26

その他 2

特別損失合計 71

税金等調整前四半期純利益 1,058

法人税、住民税及び事業税 183

法人税等調整額 254

法人税等合計 437

四半期純利益 620
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年１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 2,777

減価償却費 993

のれん償却額 32

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） △327

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1

ポイント引当金の増減額（△は減少） 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △169

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8

受取利息及び受取配当金 △32

支払利息 55

有形固定資産売却損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 82

無形固定資産除却損 2

投資有価証券評価損益（△は益） 26

売上債権の増減額（△は増加） 2

たな卸資産の増減額（△は増加） △296

仕入債務の増減額（△は減少） 756

その他 73

小計 4,007

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △58

法人税等の支払額 △1,645

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,313

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △5

定期預金の払戻による収入 5

有形固定資産の取得による支出 △1,255

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △484

固定資産の除却による支出 △63

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 △464

差入保証金の回収による収入 92

その他 59

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,116
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年１月20日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 130

長期借入金の返済による支出 △1,579

配当金の支払額 △409

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,858

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,669

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 5,455
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月21日 至 平成21年１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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月21日 至 平成21年１月20日） 

該当事項はありません。 

-14-

株式会社ユニバース　（3078）　平成21年４月期　第３四半期決算短信



 

 

「参考資料」 

(1)（要約）前四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月21日 
至 平成20年１月20日)科   目 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 71,160 
Ⅱ 売上原価 52,345 

売上総利益 18,815 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,101 

１ 役員報酬及び従業員給与・賞与 6,798 

２ 賞与引当金繰入額 357 

３ 役員賞与引当金繰入額 6 

４ 退職給付費用 87 

５ 役員退職慰労引当金繰入額 24 

６ 法定福利厚生費 855 

７ 販売促進費 1,179 

８ ポイント引当金繰入額 135 

９ 水道光熱費 1,392 

10 消耗品費 486 

11 清掃衛生費 510 

12 地代家賃 1,156 

13 減価償却費 1,028 

14 その他 2,081 

営業利益 2,714 

Ⅳ 営業外収益 133 

１ 受取利息及び受取配当金 27 

２ 補助金収入 20 

３ 再商品化委託料精算金 28 

４ 債務時効益 5 

５ その他 50 

Ⅴ 営業外費用 100 

１ 支払利息 81 

２ 株式交付費 15 

３ その他 2 

経常利益 2,747 

Ⅵ 特別利益 7 

１ 投資有価証券売却益 1 

２ 退職給付引当金戻入 5 

Ⅶ 特別損失 177 

１ 固定資産売却損 58 

２ 固定資産除却損 10 

３ 固定資産減損損失 104 

４ その他 3 

税金等調整前四半期純利益 2,577 

法人税、住民税及び事業税 929 

法人税等調整額 215 

少数株主利益 0 

四半期純利益 1,431 
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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３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月21日 
至 平成20年１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 2,577 

２ 減価償却費 1,028 

３ 固定資産減損損失 104 

４ 負ののれん償却額 △5 

５ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 

６ 賞与引当金の増減額（△は減少） △331 

７ 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2 

８ ポイント引当金の増減額（△は減少） 8 

９ 退職給付引当金の増減額（△は減少） △176 

10 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19 

11 受取利息及び受取配当金 △27 

12 支払利息 81 

13 固定資産売却損 58 

14 固定資産除却損 10 

15 投資有価証券売却益 △1 

16 売上債権の増減額（△は増加） 2 

17 たな卸資産の増減額（△は増加） △321 

18 仕入債務の増減額（△は減少） 1,307 

19 その他 314 

小 計 4,645 

20 利息及び配当金の受取額 10 

21 利息の支払額 △75 

22 法人税等の支払額 △1,059 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,520 

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 △18 

２ 定期預金の払戻による収入 18 

３ 有形固定資産の取得による支出 △2,873 

４ 有形固定資産の売却による収入 182 

５ 無形固定資産の取得による支出 △79 

６ 投資有価証券の取得による支出 △1 

７ 投資有価証券の売却及び償還による収入 71 

８ 子会社株式の取得による支出 △25 

９ 差入保証金の差入による支出 △241 

10 差入保証金の返還による収入 94 

11 その他 △44 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,918 
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月21日 
至 平成20年１月20日)

区 分 金額（百万円） 

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 △1,626 

２ 株式の発行による収入 2,845 

３ 配当金の支払額 △158 

４ 少数株主への配当金の支払額 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,061 

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 1,661 

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 6,844 
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