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1.  21年4月期の連結業績（平成20年4月21日～平成21年4月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年4月期 95,561 1.5 3,386 1.4 3,479 1.5 1,877 36.2
20年4月期 94,171 5.8 3,339 26.0 3,429 29.9 1,377 △39.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年4月期 176.95 ― 8.8 9.5 3.5
20年4月期 130.00 ― 7.4 9.5 3.5

（参考） 持分法投資損益 21年4月期  ―百万円 20年4月期  ―百万円

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 36,595 22,168 60.6 2,089.81
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  22,168百万円 20年4月期  20,719百万円

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

21年4月期 3,195 △2,570 △2,267 5,475
20年4月期 3,741 △2,313 515 7,125

2.  配当の状況 

(注)現在の景気の先行きが不透明な状況では、22年４月期の期末配当金額を予想することは困難な状況にあります。少しでも増配させていただきたいとは
思いますが、状況の変化と当社業績を総合的に勘案し、決定次第あらためて発表させていただきます。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年4月期 ― ― ― 25.00 25.00 265 19.2 1.3
21年4月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00 318 17.0 1.5

22年4月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 ―

3.  22年4月期の連結業績予想（平成21年4月21日～平成22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）

 

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

50,871 6.6 1,681 △2.4 1,730 △2.3 913 △6.1 86.11

通期 102,653 7.4 3,506 3.5 3,580 2.9 1,944 3.6 183.26
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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) 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（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） 

(注)詳細は、25ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  20株 20年4月期  20株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年4月期の個別業績（平成20年4月21日～平成21年4月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年4月期 94,948 3.5 3,282 2.4 3,382 2.9 1,827 13.0
20年4月期 91,705 5.9 3,205 28.7 3,286 31.2 1,617 △41.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年4月期 172.27 ―

20年4月期 152.59 ―

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 35,793 21,462 60.0 2,023.24
20年4月期 36,201 20,043 55.4 1,889.52

（参考） 自己資本 21年4月期  21,462百万円 20年4月期  20,043百万円

2.  22年4月期の個別業績予想（平成21年4月21日～平成22年4月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、３ページ「１．経営
成績 (1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間

50,561 6.6 1,630 △2.4 1,682 △2.7 885 △6.8 83.50

通期 102,038 7.5 3,401 3.6 3,480 2.9 1,887 3.3 177.97
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１． 経営成績 

 

（1） 経営成績に関する分析 

 

①  当期における業績の概要 

当連結会計年度における北東北３県の経済状況は、年度前半までの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は一段落したものの、平成20年10月以降は、世界的な金融危

機および実体経済悪化の影響を受けて、輸出関連企業の大幅減産や倒産が見られ、雇用・所得環境

が悪化するなど、景気は急速かつ劇的に悪化いたしました。 

個人消費についても、景気の大幅悪化の影響から将来の生活不安が徐々に高まっており、不要不

急のものを買い控え、品質と価格の見合う商品を慎重に選別する志向が強まるなど、今後ますます

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。 

新規出店では、平成20年８月にＵマート桔梗野店、Ｕマート弘大前店（いずれも青森県弘前市）

を開店いたしました。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。また、平成21年４月に紫波店（当社44店舗目・岩手県紫波

郡紫波町）を開店いたしました。当社の岩手県における出店地域は盛岡市が 南でしたが、その南

に位置する紫波町への出店により、当社の商勢圏がさらに拡大しました。 

既存店の活性化では、平成20年10月に久慈・川崎町店（岩手県久慈市）、11月に中野店（旧フア

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

開設、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月に松園

町店（青森県三沢市）、平成21年３月に小中野店（青森県八戸市）、４月にパワーズＵ十和田店

（食品ディスカウント業態・青森県十和田市）のリニューアルを実施いたしました。 

この結果、当連結会計年度末の店舗数は、青森県29店、岩手県14店、秋田県１店の合計44店舗と

なり、総売場面積は4,640㎡増え95,477㎡となりました。 

なお、当社単体の当事業年度の主な設備投資は、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 

紫波店（新規出店） 1,980㎡ 360 平成21年４月 

その他（既存店改装・什器備品等） － 795 － 

ⅠＴ投資 － 130 － 

合 計 － 2,818 － 

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、価格競争力を強化してまい

りました。売れ筋商品を中心にお買得価格で提供する取り組みとして、前期後半より当期前半まで
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の強い値上り傾向に対して「この価格のままでご奉仕します」宣言を継続実施してまいりましたが、

平成20年11月には価格が下落傾向に転じたことに対応して「価格を引き下げ ご奉仕します」宣言

に変更して対象商品を拡大し、さらに平成21年３月には「安さに挑戦！家計応援価格」と題して徹

底的に安さに挑戦し、毎日の暮らしに必要な商品1,800品目の値下げを断行いたしました。 

また、当社の強みである生鮮食品の商品力をさらに強化するために、全国各地の産地や取引先の

開拓を継続して推進したほか、相次ぐ食の安全・安心に関する問題によって食に対する消費者の不

信感が広がる中、食の安全・安心を確保する取り組みとして、当社が 重視している鮮度管理を強

化するとともに、それらに関わる問題が発生した場合に適切に対応することができるよう、対応ル

ールの見直し及び再確認を実施いたしました。 

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ち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大創業

祭、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、ＶＴＲによる店舗内の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た結果、人的

効率の改善傾向が見られるようになりました。さらに次期からは、これらの取り組みに加えて、レ

イバー スケジューリング プログラム（ＬＳＰ）を推進して適正な人員配置を図り、さらなる人的

効率の改善に取り組んでまいります。 

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。この取り組みはすでに２年近く継続しており、

さらに来期以降も、全従業員がもっと身近にとらえて、もっと自分の仕事に結びつけるように、繰

り返し徹底させてまいります。 

環境問題への対応では、平成21年２月より青森県内の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）の取り組みでありますが、当社は青森県

を代表する小売業者として、この取り組みに準備段階から積極的に関与してまいりました。この取

り組みに先立ち当社特製エコバック10万枚の無料配布を実施したことや、お客様の環境問題に関す

る意識の高さおよびご協力により、レジ袋の辞退率は期末日前1カ月間で見ますと、青森県以外の店

舗を含む全店舗計で71.3％となっております。なお、有料レジ袋の販売収入につきましては、今後、

環境関連費用の一部として使用させていただく予定です。 

また、平成21年１月に八戸市を中心に発生した広域断水事故への対応では、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

高は対前期比で100.3％、既存店客数は対前期比で100.0％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。当社単体の当事業年度の営業状況は、以下の通りであります。 
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当社単体 項目 

当事業年度 前事業年度 

店 舗 数 44店舗 （前 期 末 比 ３店舗増） 41店舗

全 店 93,775百万円 （前 期 比 103.6％） 90,546百万円店 舗 売 上 高 

既存店 81,194百万円 （前 期 比 100.3％） 80,955百万円

全 店 4,278万人 （前 期 比 104.5％） 4,096万人来 店 客 数 

既存店 3,660万人 （前 期 比 100.0％） 3,660万人

全 店 2,192円 （前 期 比  99.1％） 2,211円客 単 価 

既存店 2,218円 （前 期 比 100.3％） 2,212円

全 店 188円 （前 期 比 100.9％） 187円１ 品 単 価 

既存店 189円 （前 期 比 101.2％） 187円

全 店 11.6個 （前 期 比  98.2％） 11.9個平均買上点数 

既存店 11.7個 （前 期 比  99.1％） 11.9個

全 店 49,813万個 （前 期 比 102.7％） 48,527万個総 買 上 点 数 

既存店 43,011万個 （前 期 比  99.1％） 43,401万個

 

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、当連結会計年度における当社グループの連結業績は、売上高が955億61百万円（前期

比101.5％）、営業利益が33億86百万円（前期比101.4％）、経常利益が34億79百万円（前期比

101.5％）、当期純利益が18億77百万円（前期比136.2％）と増収・増益となりました。なお、前期

の平成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期比でマイナス0.9％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期比でプラス0.3％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。 

 

②  次期の見通し 

次期の北東北３県における経済状況は、当期の後半から急速かつ劇的に悪化した景気がすぐに回

復するとは考えられず、当社グループの事業に直接影響する個人消費についても目立った回復は見

込めないものと思われます。また、当社グループの属する食品スーパーマーケット業界においては、

異業種間競争も含めた生き残りをかけた企業間競争がさらに激化して、再編・淘汰の動きがますま

す加速するなど、当社を取り巻く業界環境は、引き続き目の離せない状況が続くものと予想されま

す。さらに、豚インフルエンザから変異した新型インフルエンザの世界的な感染拡大による影響に
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ついても、現時点において予断の許さない状況であります。今後、当社商勢圏内で感染が確認され

た場合には、平成20年９月に定めた対策ルールに基づいて事業継続に 善を尽くし、お客様への対

応を進めてまいります。 

このような中、当社グループは、今まで以上にお客様のご支持・ご信頼を得られるよう、当社の

理念および食品スーパーマーケットの基本を定めた41項目の「ユニバースの口ぐせ」にしたがって、

愚直に行動してまいります。この「ユニバースの口ぐせ」を全従業員がもっと身近にとらえて、も

っと自分の仕事に結びつけるように、繰り返し徹底させてまいります。また、当社グループの強み

の一つであります教育の一層の充実を図り、階層別の育成人数を明確にして人材の育成を集中的に

進めていくとともに、上場企業にふさわしい高い企業倫理観の醸成に努めてまいります。 

主力のスーパーマーケット事業の店舗展開につきましては、平成21年の夏にむつ旭町店（青森県

むつ市）、秋以降に鉈屋
なたや

町 店
ちょうてん

（岩手県盛岡市）、青山店（岩手県盛岡市）の合計３店舗を新規出店

する計画であります。なお、青森県むつ市への出店は当社として初めてであり、岩手県盛岡地区へ

の出店は合計８店舗となりますが、それぞれ各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り、商勢圏の拡大と深耕を図ってまいります。また、既存店の

活性化として、売場面積の増床を伴わない改装を５店舗で実施する計画であります。 

商品面につきましては、世界同時不況の影響から消費者の生活防衛意識が高まり節約志向が強ま

る中、売れ筋商品の値下げを無理のない範囲内で可能な限り継続して、他社に負けない価格競争力

を維持してまいります。また、多様化するお客様のニーズに対応するよう生鮮食品の商品力をさら

に強化するために、全国各地の産地や取引先の開拓を継続して推進するほか、相次ぐ食品に関する

不祥事によって食品に対する不信感が高まる中、食の安全・安心を確保する取り組みを強化してま

いります。 

店舗運営面につきましては、当期に引き続き時間帯別の売場管理を強化し、生鮮商品の売れ行き

に合わせた製造を推進して値下げ・廃棄を極力減らすことにより、粗利益率の向上に努めてまいり

ます。また、在庫回転日数のさらなる短縮による鮮度向上とそれに伴う粗利益率の改善を目指して、

生鮮商品群とグローサリー商品群に分けて取り組むべき課題および目標値を明確にするとともに、

陳列什器の改善・改良や単品毎の適正在庫の見直しをすすめてまいります。 

ローコストオペレーション体制の構築につきましては、改善の余地の大きい人的効率の改善に向

けた取り組みを強化してまいります。具体的には当期に引き続きＶＴＲによる店舗内の作業分析を

継続して作業のムダを排除するほか、レイバー スケジューリング プログラム（ＬＳＰ）を推進し

て適正な人員配置を図ることにより、さらなる人的効率の改善に取り組んでまいります。また、人

件費の削減につきましては、人件費単価でみると も高い時間外勤務の削減を、引き続きコンプラ

イアンスを遵守しつつ強力に推進してまいります。このような施策により、人時売上高や労働分配

率等の人的効率指標を、毎年確実に高めていきたいと考えております。また人的効率指標の改善に

は、当社の強みであります単位面積当たり売上高の高さも、大きく寄与するものと考えております。 

さらには、生鮮商品の発注精度および商品管理力の向上を目指して、次期の第１四半期に青果発

注システムを本稼動させるほか、その他生鮮商品のＥＯＳ発注化（電子発注化）を継続して検討し

てまいります。また、生鮮商品の物流体制の改善を目指して、次期生鮮物流センターの構築につい

て詳細設計を推進してまいります。 
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以上により、次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22年4月期見通し 平成21年4月期実績 前 期 比 

売 上 高 1,026億53百万円 955億61百万円 107.4％

営 業 利 益 35億６百万円 33億86百万円 103.5％

経 常 利 益 35億80百万円 34億79百万円 102.9％

当期純利益 19億44百万円 18億77百万円 103.6％

 

なお、次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22年4月期見通し 平成21年4月期実績 前 期 比 

営 業 収 益 1,020億38百万円 949億48百万円 107.5％

営 業 利 益 34億１百万円 32億82百万円 103.6％

経 常 利 益 34億80百万円 33億82百万円 102.9％

当期純利益 18億87百万円 18億27百万円 103.3％

 

(注) 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。 

 

（2） 財政状態に関する分析 

①  資産、負債および純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億97百万円減少し365億95百万円とな

りました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ14億47百万円減少し90億77百万円となりました。これは

主に、減少要因として借入金の約定返済等により現金及び預金が16億20百万円減少したことと、

増加要因として棚卸商品が１億68百万円増加したこと等との差引きによるものです。なお、棚卸

商品の増加は主に、納品日の曜日の関係で物流センター在庫が増加したこと等によるものです。 

固定資産は、10億50百万円増加し275億17百万円となりました。これは主に、増加要因として店

舗設備投資により有形・無形固定資産および差入保証金が合計で11億52百万円増加したことと、

減少要因として退職給付引当金の減少等に伴い長期繰延税金資産が１億33百万円減少したこと等

との差引きによるものです。 

（負債） 

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億46百万円減少し144億26百万円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億56百万円減少し108億57百万円となりました。これは

主に、減少要因として１年内返済予定長期借入金が５億77百万円減少したことおよび未払法人税

等が３億33百万円減少したことと、増加要因として未払金が３億63百万円増加したことや、買掛

金が１億15百万円増加したことおよび賞与引当金が52百万円増加したこと等との差引きによるも
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のです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ14億90百万円減少し35億69百万円となりました。これは

主に、長期借入金が12億78百万円減少したことおよび退職給付引当金が２億26百万円減少したこ

と等によるものです。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ14億49百万円増加し221億68百万円とな

りました。これは主に、増加要因として当期純利益の計上額18億77百万円があったことと、減少

要因として配当金の支払４億13百万円があったこと等との差引きによるものです。 

 

②  キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末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16億49百万円減少し、54億75百万円となりました。 

当連結会計年度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31億95百万円であり、前連結会計年度に比べて５億46百万円減

少いたしました。これは主に、法人税等の納税額が５億82百万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25億70百万円であり、前連結会計年度に比べて２億56百万円増

加いたしました。これは主に、設備投資に伴う有形・無形固定資産および差入保証金の支出が７

億67百万円減少したものの、前期にあったホテル事業３社の譲渡収入７億54百万円および遊休土

地の譲渡収入２億３百万円がなくな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） 

財務活動の結果支出した資金は22億67百万円であり、その内訳は借入金の約定返済18億56百万

円があったことおよび配当金の支払４億10百万円があったこと等によるものです。前期は５億15

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。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年４月期 平成20年４月期 平成21年４月期 

自己資本比率（％） 47.3 56.0 60.6

時価ベースの自己資本比率（％） － 34.7 30.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.6 1.4 1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 32.7 38.4 44.4

(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×自己株式を除く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し、平成
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20年12月25日から同取引所市場第一部に指定替えとなりましたので、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。 

 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。 

 

（3） 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

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。 

この基本方針に基づき、当期は１株当たり14円の中間配当を実施したほか、期末配当金を１株当た

り16円として第42回定時株主総会に付議する予定でおります。これにより、当期の１株当り年間配当

金は、前期の１株当り年間配当金25円に対し５円増配して30円（前期比120％）となる予定でありま

す。 

来期は、中間配当金を１株当たり15円、期末配当金を１株当たり15円として、年間配当金を１株当

たり30円とする計画であります。ただし、現在の景気の先行きが不透明な状況では、次期の期末配当

金額を予想することは困難な状況にあります。少しでも増配させていただきたいとは思いますが、状

況の変化と当社業績を総合的に勘案し、決定次第あらためて発表させていただきます。 

なお、内部留保資金につきましては、今後ますます増えてくるものと思われる中小チェーンのＭ＆

Ａや閉鎖店舗の買収等には慎重な態度を保持しつつも積極的に参加するとともに、新規出店や既存店

の改装等の設備投資、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、その発生の予防およ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 

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、食品を取り扱う他業種との競争も激化しております。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。当社といたしましては、企

業間競争に勝ち残ることができるよう、売場の基本５大要件（鮮度・品質、品揃え、価格、陳列、

サービス）を強化して他社との差別化を図ることにより、お客様のご支持を得られるよう努めて

おります。当社では10都市前後にドミナント形成をしていることもあり、業績が急変することは

少ないものと考えられますが、強力な競合店の出店や価格政策の変更次第では、当社の業績に影
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響を及ぼす可能性があります。 

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、景気減速に伴う雇用・所得環境の悪化、

食の安全・安心を揺るがす相次ぐ事件、少子高齢化に伴う地域行事の衰退、生産年齢層の減少等

による個人消費落ち込みの影響を受けますが、これらの要因が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、主として青森県・岩手県でありますが、当該地域の経済情勢、個人消費動

向、異常気象等により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

b. 出店政策の変更について 

当社は、 近では近隣型ショッピングセンター（ＮＳＣ：ネバーフッド ショピング センタ

ー）や複合店舗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坪が必要に

なります。よって出店するまでには、用地の選定および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断念する場合もあります。その他、人材確保の問題、

競争状況および経済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る場合には、マ

イナスの影響ばかりとは限りませんが、当社の業績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 

当社では、新規取引先との取引開始時には、品質衛生検査グループの検査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を強化するなど、安全で安心な商品

の調達に努めております。しかし、ＢＳＥや新型インフルエンザの感染問題、Ｏ-157やサルモネ

ラ菌等の食中毒または農薬の含有問題など、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 

当社では、お客様への安全な食品供給を目指して、清潔な作業場管理および売場管理に向けて、

社内マニュアルに沿った管理を徹底しております。また、品質衛生検査グループによる作業場の

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。 

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には、お客様の信頼に陰りが生じ、当社の業績に

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 

当社は、土地・建物については賃借による出店が少なくないため、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 
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当連結会計年度末現在、当社グループ全体の有利子負債は32億71百万円、有利子負債依存度

（有利子負債／総資産）は8.9％であり、自己資本比率が60.6％と低い水準ではないことから、

金利上昇による影響は比較的小さいものと考えられますが、今後金利が急激に上昇した場合には、

金利負担の増加により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

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 

スーパーマーケット事業の新規出店・増床に際しては、「まちづくり三法」（都市計画法、大

規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法）の規制を受けております。特に、大規模小売店舗立

地法では、売場面積1,000㎡（302.5坪）を超える店舗の新規出店および既存店の売場面積等の変

更に対し、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、県が主体とな

って審査が進められます。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

ることから、審査の状況や規制の変更等により、当社の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、

これに伴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、その他の事業においては、保険代理店業を営むユニバース興産株式会社が、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、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

c. 消費税法の改正 

将来の税制改正において消費税率の引き上げが行われた場合、食料品等の個人消費への悪影響

が予測されるほか、新税率への対応に要するシステム切替負担の増加等、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

d. 短時間労働者への社会保険適用基準の拡大 

当社グループは、短時間労働者であるパートナー社員（パートタイマー）を多数雇用しており

ますが、年金制度改革に伴うパートナー社員への厚生年金保険等の適用基準の拡大が実施された

場合には、社会保険料負担が増加し、業界全体の問題とはなりますが、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

e. その他の法規制 

株式会社ドラッグ・ユーにおいては、「薬事法」および「薬剤師法」の規制を受けております。 

⑦  情報システムについて 

当社グループは、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
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入・発注業務など店舗運営に支障を来たした場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

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、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。 

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。ただし、当社グループでは年金資産について保守的な運用を行っております。 

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り

し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、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。 

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・岩手県では、自然災害のうち大きな地震災害、

近年では平成６年12月に三陸はるか沖地震、平成20年６月に岩手・宮城内陸地震、平成20年７月

に岩手県沿岸北部地震が発生しております。これまでの地震では、特に大きな被害はありません

でしたが、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域に、ここ百年来なか

ったような大地震が発生した場合には、大きな被害を受けて、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑩  新型インフルエンザについて 

当社では、Ｈ５Ｎ１型鳥インフルエンザのパンデミック時の対応について、国の指針や地元行

政の行動計画および先進企業の事例をもとに平成20年９月に対応マニュアルを策定して、全従業

員へ周知徹底しております。 

もし近い将来パンデミックが現実のものとなった場合には、事業継続に 善を尽くすとともに

日頃お世話になっている地域のお客様への貢献を第一に考えて行動する予定ですが、パンデミッ

クの規模や期間、当社事業の継続可能性、お客様の行動予測等につきましては、現時点ではあく

まで推測であり、当社の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、当社および子会社３社で構成されスーパーマーケット事業を主な事業の内容として

おります。当社の企業集団の事業に係わる位置付けおよ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。

( そ の 他 の 事 業 )   

ユニバース興産株式会社  損害保険およ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）会社名の前に●印を付した会社は連結子会社であります。 

 

《　ユ　ニ　バ　ー　ス　グ　ル　ー　プ　》

《スーパーマーケット事業》《その他の事
業》●

ユ
ニ
バ
ー

ス
興
産
株
式
会
社

事務委託

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー

ス

（

当
社
）

テナント入
店

●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

《スーパーマーケット事業》

お　　客　　様

《その他の事業》

●
ユ
ニ
バ
ー

ス
興
産
株
式
会
社

事務委託

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー

ス

（

当
社
）

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
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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ご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、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･維持を目指してまいります。 

 

（3） 中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

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22年４月期 平成23年４月期 平成24年４月期 

売 上 高 1,026億53百万円 1,084億68百万円 1,144億83百万円 

経 常 利 益 35億80百万円 38億42百万円 41億25百万円 

経 常 利 益 率 3.5％ 3.5％ 3.6％ 

 

上記目標を達成するために、以下の重点施策に取り組んでまいります。 

 

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２

店ないし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㎡を超える大型スーパ

ーマーケット(ＳＳＭ：スーパー スーパー マーケット)店舗を中心に、原則、近隣型ショッピン

グセンター（ＮＳＣ：ネバーフッド 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年後に当たる平成24年４月期のスーパー

マーケット事業の店舗数は53店舗を目指します。 

②  商品政策 

世界同時不況の影響を受けて消費者の生活防衛意識が高まり節約志向が強くなる中、売れ筋商

品の値下げを無理のない範囲内で可能な限り継続して、他社に負けない価格競争力を維持してま

いります。 

さらに、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あげ

ていきたいと考えています。 
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③  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

下げや廃棄の削減を目指します。また、夕方のピークタイムに備えて夕方４時（冬場は３時半）

を「第二開店」と位置付けて、売場完成度の向上を目指します。 

④  人的効率の改善 

人的効率の改善に向けては、ＶＴＲを活用した店舗内の作業分析により作業のムダを排除して

いくほか、ＬＳＰを推進して適正な人員配置を図ってまいります。また、複数部門の作業をする

ことができるパートナー社員養成による部門横断的なマンアワーの投入、時間外勤務の削減への

取り組み、加工食品の発注精度向上に向けた単品在庫の把握および自動補充システムの導入等に

より、人時売上高や労働分配率等の人的効率指標を、毎年確実に高めていきたいと考えておりま

す。 

⑤  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、生鮮技能研修やチーフ能力育成セミナーとい

った部門別の技術教育等、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。また

各店舗においては、チェックリスト形式の個別人材育成計画に基づいて、ＯＪＴの実施をさらに

強化してまいります。これらの取り組みにより、今後の新規出店に対応する人材育成を計画的に

推進してまいります。 

⑥  物流の改善 

生鮮商品の物流体制の効率化につきましては、中長期的な出店計画に対応するための広域物流

ネットワーク体制の確立、生鮮商品の途切れないコールドチェーン化の確立、産地直送に対応し

た商品調達物流体制の確立、店舗オペレーションの改善等を主な目的として、次期生鮮物流セン

ター構築の検討を進めてまいります。２年後の稼動を目指して、立地を含めた機能設計および委

託業者の選定を行ってまいります。 

⑦  システム化の推進 

管理面では、就業管理システムを刷新して、マンアワー管理の効率化のほか、ＬＳＰの推進お

よび部門横断的なマンアワー投入との連携を図ることにより、人的効率の改善を推進してまいり

ます。 

営業面では、ポイントカードシステムの入れ替えを実施して、入れ替えを機にカードデータの

分析機能を活用して顧客分析および商圏分析を行うことにより、既存の販促効果の検証および新

しい販促手法の検討に取り組んでまいります。また、間もなく更新時期を迎える基幹システムに

ついては、更新の構想立案・検討を進めてまいります。 

⑧  環境問題への対応 

ＣＯ２排出量の削減につきましては、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）お

よび温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）の制定趣旨に則り、照明および空調のこまめ

な調整によるムダな電気使用量の削減、夏季におけるクールビズ、店頭における資源のリサイク
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ル活動などの取り組みを引き続き推進するほか、今後は省エネ型店舗設備の導入にも、これまで

以上に積極的に取り組んでまいります。 

⑨  内部統制の充実 

金融商品取引法の規定による財務報告に係る内部統制につきましては、当期より整備・運用状

況の評価を実施しておりますが、次期以降も、適正な財務報告作成のための重要な制度であるも

のと強く認識して、整備・運用・評価を計画的に推進してまいります。 

また、会社法の規定による内部統制システムにつきましては、コンプライアンス順守体制を含

む広範囲のリスク管理体制の構築に向けて、全社を挙げて取り組んでおりますが、次期以降も、

社会および経済環境の変化に対応したリスク管理体制の充実を図ってまいります。 

 



株式会社 ユニバース（3078） 平成21年４月期 決算短信 

-17-  

４． 連結財務諸表 

（1）  連結貸借対照表  

(単位:百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(平成21年４月20日) 

（資産の部）  

流動資産  

 現金及び預金 ※1 7,497 ※1 5,876

 売掛金 49  79

 有価証券 20  2

 たな卸資産 2,046  －

 商品 －  2,215

 繰延税金資産 545  553

 その他 367  350

 貸倒引当金 △0  △0

 流動資産合計 10,525  9,077

固定資産  

 有形固定資産  

  建物及び構築物 ※1 13,699 ※1 14,692

  減価償却累計額 △6,336  △6,993

  建物及び構築物（純額） 7,362  7,698

  土地 ※1 12,968 ※1 13,050

  建設仮勘定 40  10

  その他 3,464  4,168

  減価償却累計額 △2,110  △2,692

  その他（純額） 1,354  1,475

  有形固定資産合計 21,726  22,234

 無形固定資産  

  のれん －  230

  その他 626  594

  無形固定資産合計 626  825

 投資その他の資産  

  投資有価証券 ※1 146 ※1 105

  長期貸付金 25  23

  繰延税金資産 474  340

  差入保証金 2,848  3,293

  その他 619  695

  投資その他の資産合計 4,114  4,457

 固定資産合計 26,467  27,517

資産合計 36,992  36,595
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前連結会計年度 

(平成20年４月20日) 
当連結会計年度 

(平成21年４月20日) 

（負債の部）  

流動負債  

 買掛金 4,819  4,935

 1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,964 ※1 1,387

 未払金 1,958  2,322

 未払法人税等 1,090  757

 賞与引当金 685  738

 役員賞与引当金 11  13

 ポイント引当金 143  176

 その他 ※1 539 ※1 526

 流動負債合計 11,213  10,857

固定負債  

 長期借入金 ※1 3,163 ※1 1,884

 繰延税金負債 19  6

 退職給付引当金 251  25

 役員退職慰労引当金 357  373

 その他 1,268  1,280

 固定負債合計 5,060  3,569

 負債合計 16,273  14,426

  

（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 16,249  17,712

 自己株式 △0  △0

 株主資本合計 20,697  22,160

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金 22  8

 評価・換算差額等合計 22  8

 純資産合計 20,719  22,168

負債純資産合計 36,992  36,595
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（2） 連結損益計算書 

(単位:百万円)  

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

売上高 94,171  95,561

売上原価 69,264  71,160

売上総利益 24,907  24,401

販売費及び一般管理費  

 役員報酬及び従業員給与・賞与 8,760  8,589

 賞与引当金繰入額 711  738

 役員賞与引当金繰入額 11  13

 退職給付費用 119  107

 役員退職慰労引当金繰入額 32  30

 法定福利及び厚生費 1,114  1,087

 販売促進費 1,587  1,630

 ポイント引当金繰入額 143  176

 水道光熱費 1,877  1,858

 消耗品費 657  682

 清掃衛生費 700  640

 地代家賃 1,569  1,351

 減価償却費 1,427  1,387

 その他 2,854  2,721

 販売費及び一般管理費合計 21,567  21,014

営業利益 3,339  3,386

営業外収益  

 受取利息及び配当金 44  43

 補助金収入 23  34

 再商品化委託料精算金 28  27

 従業員駐車場使用料 －  17

 その他 115  49

 営業外収益合計 212  171

営業外費用  

 支払利息 104  69

 株式交付費 15  －

 その他 2  9

 営業外費用合計 122  78

経常利益 3,429  3,479
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

特別利益  

 固定資産売却益 － ※1 0

 投資有価証券売却益 1  －

 退職給付引当金戻入 5  －

 違約金収入 －  10

 特別利益合計 7  10

特別損失  

 固定資産売却損 ※2 96  －

 固定資産除却損 ※3 27 ※3 95

 減損損失 ※4 257 ※4 7

 投資有価証券評価損 －  24

 ホテル事業譲渡損 ※5 359  －

 災害による損失 －  13

 その他 4  3

 特別損失合計 745  144

税金等調整前当期純利益 2,690  3,346

法人税、住民税及び事業税 1,359  1,346

法人税等調整額 △46  122

法人税等合計 1,312  1,468

少数株主利益 0  －

当期純利益 1,377  1,877
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（3） 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 
 至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年４月20日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 100  1,522

  当期変動額  

   新株の発行 1,422  －

   当期変動額合計 1,422  －

  当期末残高 1,522  1,522

 資本剰余金  

  前期末残高 1,501  2,924

  当期変動額  

   新株の発行 1,422  －

   当期変動額合計 1,422  －

  当期末残高 2,924  2,924

 利益剰余金  

  前期末残高 15,030  16,249

  当期変動額  

   剰余金の配当 △158  △413

   当期純利益 1,377  1,877

   連結子会社の合併に伴う変動額（純額） △0  －

   当期変動額合計 1,218  1,463

  当期末残高 16,249  17,712

 自己株式  

  前期末残高 －  △0

  当期変動額  

   自己株式の取得 △0  －

   当期変動額合計 △0  －

  当期末残高 △0  △0

 株主資本合計  

  前期末残高 16,632  20,697

  当期変動額  

   新株の発行 2,845  －

   剰余金の配当 △158  △413

   自己株式の取得 △0  －

   当期純利益 1,377  1,877

   連結子会社の合併に伴う変動額（純額） △0  －

   当期変動額合計 4,064  1,463

  当期末残高 20,697  22,160
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 
 至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年４月20日) 

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 29  22

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7  △13

   当期変動額合計 △7  △13

  当期末残高 22  8

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 29  22

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7  △13

   当期変動額合計 △7  △13

  当期末残高 22  8

少数株主持分  

 前期末残高 22  －

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22  －

  当期変動額合計 △22  －

 当期末残高 －  －

純資産合計  

 前期末残高 16,685  20,719

 当期変動額  

  新株の発行 2,845  －

  剰余金の配当 △158  △413

  自己株式の取得 △0  －

  当期純利益 1,377  1,877

  連結子会社の合併に伴う変動額（純額） △0  －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30  △13

  当期変動額合計 4,033  1,449

 当期末残高 20,719  22,168
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（4） 連結キャッシュ・フロー計算書  

（単位：百万円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日      

至 平成21年４月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益  2,690  3,346

 減価償却費  1,427  1,387

 減損損失  257  7

 負ののれん償却額  △5  －

 のれん償却額  －  46

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  0  △0

 賞与引当金の増減額（△は減少）  23  52

 役員賞与引当金の増減額（△は減少）  2  2

 ポイント引当金の増減額（△は減少）  1  33

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  △231  △226

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △66  16

 受取利息及び受取配当金  △44  △43

 支払利息  104  69

 有形固定資産売却損益（△は益）  96  △0

 有形固定資産除却損  27  92

 無形固定資産除却損  －  2

 投資有価証券売却益  △1  －

 投資有価証券評価損  －  24

 ホテル事業譲渡損  359  －

 保険解約返戻金  △26  －

 売上債権の増減額（△は増加）  △12  △30

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △119  △168

 仕入債務の増減額（△は減少）  87  115

 その他  237  173

 小計  4,807  4,900

 利息及び配当金の受取額  28  12

 利息の支払額  △97  △72

 保険解約による受取額  66  －

 法人税等の支払額  △1,062  △1,645

 営業活動によるキャッシュ・フロー  3,741  3,195
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日      

至 平成21年４月20日) 

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  △418  △418

 定期預金の払戻による収入  418  418

 有形固定資産の取得による支出  △2,757  △1,377

 有形固定資産の売却による収入  417  1

 無形固定資産の取得による支出  △331  △522

 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  △2  △1

 投資有価証券の売却及び償還による収入  71  －

 子会社株式の取得による支出  △26  －

 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる収入 

※2 540  －

 差入保証金の差入による支出  △253  △674

 差入保証金の回収による収入  96  97

 その他  △68  △30

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,313  △2,570

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  △2,171  △1,986

 株式の発行による収入  2,845  －

 配当金の支払額  △158  △410

 少数株主への配当金の支払額  △0  －

 自己株式の取得による支出  △0  －

 財務活動によるキャッシュ・フロー  515  △2,267

現金及び現金同等物に係る換算差額  △1  △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,942  △1,649

現金及び現金同等物の期首残高  5,182  7,125

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 7,125 ※1 5,475
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（5） 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

（6） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21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 ３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、ユニバース

興産株式会社 

なお、株式会社八戸タウンセン

ターについては、平成20年３月21

日付で当社が吸収合併したことに

より消滅いたしました。 

また、株式会社ホテルユニバー

ス、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につ

いては、平成20年３月27日に当社

が保有する全株式を売却したた

め、連結の範囲から除いておりま

す。ただし、連結の範囲から除外

するまでの期間損益は連結財務諸

表に含めております。 

①連結子会社の数 ３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、ユニバース

興産株式会社 

 

 

 

②主要な非連結子会社名 

該当事項はありません。 

②主要な非連結子会社名 

該当事項はありません。 

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 

該当事項はありません。 

持分法を適用した関連会社数 

該当事項はありません。 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

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 

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 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21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 

②たな卸資産 

商品 

主に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） 

 貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

（会計方針の変更） 

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、当連結会計年度

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

当連結会計年度の売上総利益、営

業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響はあり

ません。 

(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 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度から、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、前連結会計年度

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

前当期純利益はそれぞれ36百万円

減少しております。 

 

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  ２～40年 

その他      ２～20年 

また、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

 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 

 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)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。 

―――――――― 

(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 

 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。 

②賞与引当金 

同左 

 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。 

③役員賞与引当金 

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。 

④ポイント引当金 

同左 

 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。 

⑤退職給付引当金 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

 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。 

⑥役員退職慰労引当金 

同左 

(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。 

―――――――― 

(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。 

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 

①ヘッジ会計の方法 

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。 

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。

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(7)その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

税抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

のれんの償却については、効果の発

現する期間を合理的に見積り、当該期

間にわたり均等償却しております。た

だし、金額が僅少なものについては発

生時一括で償却しております。 

同左 

７ 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 
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（7） 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 

（会計方針の変更） 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

―――――――― （リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。 

この変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与

える影響はありません。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き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。 

 

 

（表示方法の変更） 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

(連結損益計算書） 

前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「株式交付費」（前連結会

計年度８百万円）については、営業外費用の総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。 

 

(連結貸借対照表) 

財務諸表等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）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品」

に掲記しております。 

 

 (連結損益計算書) 

前連結会計年度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「従業員駐車場使用料」

（前連結会計年度17百万円）については、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より

区分掲記しております。 
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（追加情報） 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当連結会計年度から、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％に到達した連結

会計年度の翌連結会計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、前連結会計年度と同様の方法

によった場合に比べ、営業利益、経常利益、税金

等調整前当期純利益はそれぞれ９百万円減少して

おります。 

 

―――――――――― 
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（8） 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成20年４月20日） 

当連結会計年度 
（平成21年４月20日） 

※１ 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） 33百万円

建物及び構築物 3,730百万円

土地 8,927百万円

投資有価証券 16百万円

合計 12,706百万円
 

※１ 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） 33百万円

建物及び構築物 3,420百万円

土地 8,489百万円

投資有価証券 11百万円

合計 11,954百万円
 

② 上記に対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 1,645百万円

流動負債その他（預り金） 11百万円

長期借入金 2,758百万円

合計 4,415百万円
 

 ② 上記に対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 1,226百万円

流動負債その他（預り金） 14百万円

長期借入金 1,640百万円

合計 2,882百万円
 

 

 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

※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 ０百万円 
 

※２ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地 92百万円 

その他 ３百万円 

合計 96百万円 

  

※２ 

―――――――― 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

無形固定資産 13百万円

建物及び構築物 ５百万円

その他 ８百万円

合計 27百万円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

解体撤去費用 63百万円

建物及び構築物 22百万円

無形固定資産 ２百万円

その他 ６百万円

合計 95百万円
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

※４ 減損損失 ※４ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

 (1)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 建物等 岩手県久慈市 135百万円

事業用 土地･建物等 岩手県盛岡市 122百万円

合計 257百万円
 

当社グループは、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

 (1)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 

遊休資産 土地 東津軽郡平内町 ７百万円

 

 

(2)減損損失の内訳 

種類 金額 

建物及び構築物 187百万円 

土地 29百万円 

その他 ※ 40百万円 

合計 257百万円 

※ 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。 

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。 

 

(2)減損損失の内訳 

種類 金額 

土地 ７百万円 

 

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。 

遊休資産のうち時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。 

 

※５  ホテル事業の譲渡に伴う関係会社株式および

土地、建物の売却によるものであります。 

 

※５ 

―――――――――― 
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(連結株主資本等変動計算書関係)  

前連結会計年度(自 平成19年４月21日 至 平成20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 

（単位：株） 

株式の種類 
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   

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

自己株式   

 普通株式 － 20 － 20

（変動事由の概要） 

増加株式数の内訳は、次の通りであります。 

    平成19年４月23日付で公募増資を行ったことによる増加 1,800,000株 

    単元未満株式の買取りによる自己株式の増加          20株 

 

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年７月18日 
定時株主総会 

普通株式 158 18.00 平成19年４月20日 平成19年７月19日

 

(2) 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

(百万円) 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年７月11日 
定時株主総会 

普通株式 265 25.00 平成20年４月20日 平成20年７月14日 利益剰余金
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当連結会計年度(自 平成20年４月21日 至 平成21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 

（単位：株） 

株式の種類 
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   

 普通株式 10,607,920 － － 10,607,920

自己株式   

 普通株式 20 － － 20

 

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年７月11日 
定時株主総会 

普通株式 265 25.00 平成20年４月20日 平成20年７月14日

平成20年11月26日 
取締役会 

普通株式 148 14.00 平成20年10月20日 平成20年12月22日

 

(2) 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 

決議予定 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年7月16日 
定時株主総会 

普通株式 169 16.00 平成21年４月20日 平成21年７月17日 利益剰余金
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

※１ 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   

 

※１ 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   

現金及び預金 7,497百万円

有価証券 20百万円

預け金 20百万円

合計 7,538百万円

預入期間３か月超の定期預金 △413百万円

現金及び現金同等物 7,125百万円

  

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の 

 資産および負債の主な内訳 

  株式の売却により、株式会社ホテルユニバース、株
式会社シェルブールおよび株式会社Ａカードホテルシ
ステムが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の
資産および負債の内訳、ならびに上記３社の売却価額
と売却による収入（純額）は、次のとおりでありま
す。 

 

 

流動資産 779百万円

固定資産 1,151百万円

流動負債 △244百万円

固定負債 △65百万円

株式売却損 △427百万円

上記３社の売却価額 1,194百万円

上記３社の現金及び現金同等物 △653百万円

差引:売却による収入 540百万円

現金及び預金 5,876百万円

有価証券 ２百万円

預け金 ９百万円

合計 5,888百万円

預入期間３か月超の定期預金 △413百万円

現金及び現金同等物 5,475百万円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

 至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

 至 平成21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 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

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 

(百万円) 

減価償却累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高 

相当額 

(百万円) 

その他（器具

及び備品） 
420 369 50

  

（借主側） 

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 

(百万円) 

減価償却累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高 

相当額 

(百万円) 

その他（器具

及び備品） 
134 123 11

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 43百万円

１年超 12百万円

合計 56百万円

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 11百万円

１年超 ０百万円

合計 12百万円

  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

 

支払リース料 83百万円

減価償却費相当額 80百万円

支払利息相当額 １百万円

  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

 

支払リース料 39百万円

減価償却費相当額 39百万円

支払利息相当額 ０百万円

  

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 

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 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内 23百万円

１年超 96百万円

合計 120百万円

  

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

１年以内 155百万円

１年超 3,420百万円

合計 3,576百万円
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(有価証券関係) 

前連結会計年度（自 平成19年４月21日 至 平成20年４月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

（百万円） 

連結決算日における 

連結貸借対照表 
計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

株式 14 68 54

債券  

 国債・地方債等 － － －

その他 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

小計 14 68 54

株式 45 29 △16

債券  

 国債・地方債等 － － －

その他 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

小計 45 29 △16

合計  59 97 38

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

10 １ －

 
 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

その他有価証券 

 非上場株式 48

 ＭＭＦ 20

合計 69

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

その他有価証券   

 その他 20 － － －

合計 20 － － －
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当連結会計年度（自 平成20年４月21日 至 平成21年４月20日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

（百万円） 

連結決算日における 

連結貸借対照表 
計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

株式 14 29 15

債券  

 国債・地方債等 － － －

その他 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

小計 14 29 15

株式 46 21 △25

債券  

 国債・地方債等 － － －

その他 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

小計 46 21 △25

合計  61 50 △10

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

11 － ７

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

その他有価証券 

 非上場株式 54

 ＭＭＦ ２

合計 56

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

その他有価証券   

 その他 ２ － － －

合計 ２ － － －
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月21日  
  至 平成20年４月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月21日  
  至 平成21年４月20日） 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

  変動金利の借入金の調達資金を固定金利の資金

調達に換えるため、金利スワップ取引を行ってお

ります。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計

を行っております。 

①ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たす金利スワップ取引に

ついては特例処理を採用しております。 

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 

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。 

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。 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 取引に対する取組方針 

  変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワ

ップ取引を利用しているのみであり、投機目的の

取引は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 取引に係るリスクの内容 

  市場金利の変動によるリスクを有しておりま

す。 

  なお、取引の契約先は、いずれも信用度の高い

国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

る信用リスクは、ほとんどないと判断しておりま

す。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取

引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従

い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っ

ております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成20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。 

当連結会計年度（平成21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。 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月21日  
  至 平成20年４月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月21日  

  至 平成21年４月20日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、規約型確定給付企業年金制度を設けて

おります。 

一部の連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度、厚生

年金基金制度のうちいずれかの制度またはいずれ

か複数の制度をそれぞれ設けております。 
 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、規約型確定給付企業年金制度を設けて

おります。 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 1,338百万円

（内訳） 

②未認識数理計算上の差異 △23百万円

③年金資産 1,110百万円

④退職給付引当金 251百万円

  

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 1,389百万円

（内訳） 

②未認識数理計算上の差異 △33百万円

③年金資産 1,397百万円

④退職給付引当金 25百万円 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 121百万円

②利息費用 19百万円

③期待運用収益 △４百万円

④数理計算上の差異の費用処理額 △16百万円

⑤退職給付費用 119百万円

(注)１ 簡便法を採用している子会社の退職給付費 

用は勤務費用に含めております。 

２ 連合設立の厚生年金基金に対する拠出額は 

勤務費用に含めております。 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 116百万円

②利息費用 19百万円

③期待運用収益 △５百万円

④数理計算上の差異の費用処理額 △23百万円

⑤退職給付費用 107百万円
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.5％

③期待運用収益率 0.5％

④数理計算上の差異の処理年数 １年

⑤過去勤務債務の額の処理年数 １年

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.5％

③期待運用収益率 0.5％

④数理計算上の差異の処理年数 １年

⑤過去勤務債務の額の処理年数 １年
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 
(平成20年４月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年４月20日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（繰延税金資産） 

  賞与引当金 277百万円

  役員退職慰労引当金 144百万円

  固定資産除却損 135百万円

  減損損失 132百万円

  未払事業税 88百万円

  退職給付引当金 87百万円

  借地権償却 76百万円

  ポイント引当金 57百万円

  繰越欠損金 17百万円

  その他 175百万円

 繰延税金資産小計 1,194百万円

 評価性引当額 △20百万円

 繰延税金資産合計 1,174百万円

 

（繰延税金負債） 

  圧縮記帳積立金 △120百万円

  その他 △53百万円

 繰延税金負債合計 △173百万円

 繰延税金資産の純額 1,000百万円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（繰延税金資産） 

  賞与引当金 298百万円

  役員退職慰労引当金 151百万円

  固定資産除却損 135百万円

  借地権償却 86百万円

  ポイント引当金 71百万円

  減損損失 67百万円

  未払事業税 56百万円

  未払社会保険料 53百万円

  商品券前受金 38百万円

  繰越欠損金 21百万円

  その他 101百万円

 繰延税金資産小計 1,081百万円

 評価性引当額 △24百万円

 繰延税金資産合計 1,057百万円

 

（繰延税金負債） 

  圧縮記帳積立金 △113百万円

  その他 △55百万円

 繰延税金負債合計 △169百万円

 繰延税金資産の純額 887百万円
 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率 40.43％

（調整） 

 ホテル事業譲渡損の連結修正 5.10％

 留保金課税 3.13％

 住民税均等割額 1.69％

 交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.21％

 評価性引当額 △1.27％

 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△0.21％

 その他 △0.30％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.78％

  

法定実効税率 40.43％

（調整） 

 留保金課税 2.08％

 住民税均等割額 1.10％

 交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.47％

 評価性引当額 0.12％

 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△0.10％

 その他 △0.20％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.90％
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（ストック・オプション等関係) 

前連結会計年度（自 平成19年４月21日 至 平成20年４月20日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月21日 至 平成21年４月20日） 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成19年４月21日 至 平成20年４月20日） 

スーパーマーケット事業の売上高および営業利益並びに資産の金額が、それぞれ全セグメントの

売上高合計および営業利益の生じているセグメントの営業利益合計額並びに全セグメントの資産の金

額の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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月21日 至 平成21年４月20日） 

スーパーマーケット事業の売上高および営業利益並びに資産の金額が、それぞれ全セグメントの

売上高合計および営業利益の生じているセグメントの営業利益合計額並びに全セグメントの資産の金

額の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】 

前連結会計年度（自 平成19年４月21日 至 平成20年４月20日） 

在外子会社および重要な在外支店はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月21日 至 平成21年４月20日） 

在外子会社および重要な在外支店はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成19年４月21日 至 平成20年４月20日） 

海外売上高はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月21日 至 平成21年４月20日） 

海外売上高はありません。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成19年４月21日 至 平成20年４月20日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月21日 至 平成21年４月20日) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

１株当たり純資産額 1,953円17銭

１株当たり当期純利益 130円00銭

１株当たり純資産額 2,089円81銭

１株当たり当期純利益 176円95銭

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。

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。

 

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

当期純利益（百万円） 1,377 1,877 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,377 1,877 

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,598 10,607 

 

（重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成19年４月21日 至 平成20年４月20日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年４月21日 至 平成21年４月20日) 

該当事項はありません。 
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５． 販売・仕入の状況 

（1） 販売実績 

（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 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 
 至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年４月20日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

増減率 

（％） 

スーパーマーケット事業  

 食品  

  生鮮食品 28,389 30.1 28,996 30.4 2.1

  惣菜・ベーカリー 8,208 8.8 8,536 8.9 4.0

  加工食品 46,231 49.1 48,840 51.1 5.6

  食品計 82,829 88.0 86,372 90.4 4.3

 日用雑貨 4,933 5.2 5,049 5.3 2.4

 その他 3,635 3.8 3,168 3.3 △12.8

 営業収入 906 1.0 926 1.0 2.2

 スーパーマーケット事業計 92,305 98.0 95,517 100.0 3.5

ホテル事業 1,825 2.0 － － －

その他の事業 40 0.0 43 0.0 8.0

合計 94,171 100.0 95,561 100.0 1.5

前連結会計年度 

(自 平成19年４月21日 
 至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年４月20日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

増減率
（％） 

スーパーマーケット事業  

 食品  

  生鮮食品 20,775 30.0 20,880 29.3 0.5

  惣菜・ベーカリー 4,627 6.7 4,825 6.8 4.3

  加工食品 36,739 53.0 38,983 54.6 6.1

  食品計 62,143 89.7 64,689 90.7 4.1

 日用雑貨 3,969 5.7 4,043 5.7 1.9

 その他 2,996 4.4 2,577 3.6 △14.0

 スーパーマーケット事業計 69,108 99.8 71,310 100.0 3.2

ホテル事業 139 0.2 － － －

その他の事業 － － － － －

合計 69,248 100.0 71,310 100.0 3.0
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６． 個別財務諸表 
（1） 貸借対照表  

（単位：百万円） 

 
前事業年度 

(平成20年４月20日) 

当事業年度 

(平成21年４月20日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 ※1 7,242 ※1 5,613

  売掛金 48  79

  有価証券 20  2

  商品 1,909  2,062

  貯蔵品 15  34

  前払費用 105  104

  繰延税金資産 541  548

  その他 258  245

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 10,141  8,691

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 ※1 12,205 ※1 13,101

    減価償却累計額 △5,329  △5,903

    建物（純額） 6,875  7,197

   構築物 1,482  1,579

    減価償却累計額 △998  △1,081

    構築物（純額） 484  498

   車両運搬具 15  15

    減価償却累計額 △14  △15

    車両運搬具（純額） 1  0

   器具及び備品 3,441  4,145

    減価償却累計額 △2,089  △2,671

    器具及び備品（純額） 1,352  1,474

   土地 ※1 11,862 ※1 11,944

   建設仮勘定 40  10

   有形固定資産合計 20,616  21,126

  無形固定資産  

   のれん －  230

   ソフトウェア 615  585

   その他 10  9

   無形固定資産合計 626  825

  投資その他の資産  

   投資有価証券 ※1 80 ※1 69

   関係会社株式 486  486

   出資金 2  2

   長期貸付金 25  23

   関係会社長期貸付金 247  217

   長期前払費用 579  654

   繰延税金資産 457  323

   差入保証金 2,967  3,412

   その他 37  37

   貸倒引当金 △66  △76

   投資その他の資産合計 4,817  5,151

  固定資産合計 26,060  27,102

 資産合計 36,201  35,793
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前事業年度 

(平成20年４月20日) 

当事業年度 

(平成21年４月20日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 4,764  4,882

  １年内返済予定の長期借入金 ※1 1,956 ※1 1,380

  未払金 1,948  2,312

  未払法人税等 1,066  729

  未払消費税等 212  98

  前受金 134  135

  預り金 ※1 195 ※1 296

  賞与引当金 679  731

  役員賞与引当金 11  13

  ポイント引当金 143  176

  その他 1  －

  流動負債合計 11,114  10,757

 固定負債  

  長期借入金 ※1 3,151 ※1 1,879

  退職給付引当金 251  25

  役員退職慰労引当金 357  373

  預り保証金 1,283  1,295

  固定負債合計 5,043  3,574

 負債合計 16,157  14,331

  

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,522  1,522

  資本剰余金  

   資本準備金 2,734  2,734

   資本剰余金合計 2,734  2,734

  利益剰余金  

   利益準備金 25  25

   その他利益剰余金  

    圧縮記帳積立金 177  167

    別途積立金 13,936  15,036

    繰越利益剰余金 1,652  1,976

   利益剰余金合計 15,791  17,205

  自己株式 △0  △0

  株主資本合計 20,048  21,462

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △4  △0

  評価・換算差額等合計 △4  △0

 純資産合計 20,043  21,462

負債純資産合計 36,201  35,793
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（2） 損益計算書 

（単位：百万円） 

 

前事業年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

売上高 90,790  93,996

売上原価  

 商品期首たな卸高 1,794  1,909

 当期商品仕入高 68,646  70,867

 合計 70,440  72,776

 商品期末たな卸高 1,909  2,062

 商品売上原価 68,531  70,714

売上総利益 22,258  23,282

営業収入 915  952

営業総利益 23,174  24,234

販売費及び一般管理費  

 役員報酬及び従業員給与・賞与 8,288  8,500

 賞与引当金繰入額 679  731

 役員賞与引当金繰入額 11  13

 退職給付費用 113  107

 役員退職慰労引当金繰入額 32  30

 法定福利厚生費 1,036  1,074

 販売促進費 1,444  1,604

 ポイント引当金繰入額 143  176

 水道光熱費 1,747  1,855

 消耗品費 562  680

 清掃衛生費 609  640

 地代家賃 1,405  1,435

 減価償却費 1,325  1,433

 貸倒引当金繰入額 7  9

 その他 2,560  2,659

 販売費及び一般管理費合計 19,969  20,952

営業利益 3,205  3,282

営業外収益  

 受取利息 ※1 45  41

 有価証券利息 5  0

 受取配当金 ※1 21  8

 受取手数料収入 ※1 17  －

 補助金収入 23  34

 再商品化委託料精算金 28  27

 その他 ※1 59  67

 営業外収益合計 201  179

営業外費用  

 支払利息 101  68

 株式交付費 15  －

 その他 2  9

 営業外費用合計 119  78

経常利益 3,286  3,382



株式会社 ユニバース（3078） 平成21年４月期 決算短信 

-48-  

 

前事業年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

特別利益  

 固定資産売却益 ※2 68 ※2 0

 投資有価証券売却益 1  －

 抱合せ株式消滅差益 12  －

 違約金収入 －  10

 特別利益合計 81  10

特別損失  

 固定資産売却損 ※3 96  －

 固定資産除却損 ※4 22 ※4 95

 減損損失 ※5 257 ※5 7

 関係会社株式売却損 57  －

 投資有価証券評価損 －  19

 災害による損失 －  13

 その他 4  3

 特別損失合計 438  139

税引前当期純利益 2,930  3,254

法人税、住民税及び事業税 1,309  1,303

法人税等調整額 3  123

法人税等合計 1,313  1,427

当期純利益 1,617  1,827
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（3） 株主資本等変動計算書 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成19年４月21日 
 至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年４月20日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 100  1,522

  当期変動額  

   新株の発行 1,422  －

   当期変動額合計 1,422  －

  当期末残高 1,522  1,522

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 1,311  2,734

   当期変動額  

    新株の発行 1,422  －

    当期変動額合計 1,422  －

   当期末残高 2,734  2,734

  資本剰余金合計  

   前期末残高 1,311  2,734

   当期変動額  

    新株の発行 1,422  －

    当期変動額合計 1,422  －

   当期末残高 2,734  2,734

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 25  25

   当期変動額  

    当期変動額合計 －  －

   当期末残高 25  25

  その他利益剰余金  

   圧縮記帳積立金  

    前期末残高 191  177

    当期変動額  

     圧縮記帳積立金の取崩 △13  △10

     当期変動額合計 △13  △10

    当期末残高 177  167

   別途積立金  

    前期末残高 11,316  13,936

    当期変動額  

     別途積立金の積立 2,620  1,100

     当期変動額合計 2,620  1,100

    当期末残高 13,936  15,036

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 2,799  1,652

    当期変動額  

     圧縮記帳積立金の取崩 13  10

     別途積立金の積立 △2,620  △1,100

     剰余金の配当 △158  △413

     当期純利益 1,617  1,827

     当期変動額合計 △1,147  324

    当期末残高 1,652  1,976
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成19年４月21日 
 至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 
 至 平成21年４月20日) 

  利益剰余金合計  

   前期末残高 14,332  15,791

   当期変動額  

    剰余金の配当 △158  △413

    当期純利益 1,617  1,827

    当期変動額合計 1,458  1,413

   当期末残高 15,791  17,205

 自己株式  

  前期末残高 －  △0

  当期変動額  

   自己株式の取得 △0  －

   当期変動額合計 △0  －

  当期末残高 △0  △0

 株主資本合計  

  前期末残高 15,744  20,048

  当期変動額  

   新株の発行 2,845  －

   剰余金の配当 △158  △413

   当期純利益 1,617  1,827

   自己株式の取得 △0  －

   当期変動額合計 4,304  1,413

  当期末残高 20,048  21,462

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 4  △4

  当期変動額  
   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△8  4

   当期変動額合計 △8  4

  当期末残高 △4  △0

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 4  △4

  当期変動額  
   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△8  4

   当期変動額合計 △8  4

  当期末残高 △4  △0

純資産合計  

 前期末残高 15,748  20,043

 当期変動額  

  新株の発行 2,845  －

  剰余金の配当 △158  △413

  当期純利益 1,617  1,827

  自己株式の取得 △0  －
  株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
△8  4

  当期変動額合計 4,295  1,418

 当期末残高 20,043  21,462

 



株式会社 ユニバース（3078） 平成21年４月期 決算短信 

-51-  

（4） 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

（5） 重要な会計方針の変更 

（表示方法の変更） 

前事業年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

(損益計算書) 

前事業年度において営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「株式交付費」(前事業度８百万

円)については、営業外費用の総額の100分の10を超え

たため、当事業年度より区分掲記しております。 

(損益計算書) 

前事業年度において区分掲記しておりました営業外

収益の「受取手数料収入」（当事業年度14百万円）

は、営業外収益の100分の10以下であるため、当事業年

度においては営業外収益の「その他」に含めて表示し

ております。 

 

 

（6） 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 

(平成20年４月20日) 

当事業年度 

(平成21年４月20日) 

※１ 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） 33百万円

建物 3,730百万円

土地 8,198百万円

投資有価証券 16百万円

合計 11,978百万円

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。 

  土地              651百万円 

 

※１ 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） 33百万円

建物 3,420百万円

土地 7,761百万円

投資有価証券 11百万円

合計 11,226百万円

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。 

  土地              651百万円 

 

 ②上記に対応する債務 

１年内返済の予定長期借入金 1,637百万円

預り金 11百万円

長期借入金 2,746百万円

合計 4,395百万円
 

 ②上記に対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 1,219百万円

預り金 14百万円

長期借入金 1,635百万円

合計 2,869百万円
 

  

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 ０百万円

なお、これに対応する関係会社の借入金は20百万

円であります。 

 

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

産はありません。 
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(損益計算書関係) 

前事業年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

※１ 各科目における関係会社に対するものは、次の

とおりであります。 

受取利息 ８百万円

受取配当金 20百万円

受取手数料収入 ７百万円

営業外収益 その他 １百万円

  

※１        

―――――――― 

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地および建物等 68百万円
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地 ０百万円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地 92百万円

器具及び備品 ３百万円

合計 96百万円

  

※３ 

―――――――― 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。  

建物 ４百万円

器具及び備品 ４百万円

ソフトウェア 13百万円

その他 ０百万円

合計 22百万円

  

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。  

解体撤去費用 63百万円

建物 20百万円

構築物 １百万円

器具及び備品 ６百万円

ソフトウェア ２百万円

その他 ０百万円

合計 95百万円
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前事業年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

※５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失

を計上しております。 

 (1)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 建物等 岩手県久慈市 135百万円

事業用 土地･建物等 岩手県盛岡市 122百万円

合計 257百万円
 

※５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。 

 (1)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 

遊休資産 土地 東津軽郡平内町 ７百万円

 

 

(2)減損損失の内訳 

種類 金額 

建物 184百万円 

構築物 ２百万円 

器具及び備品 32百万円 

土地 29百万円 

その他 ※ ８百万円 

合計 257百万円 

※ 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。 

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。 

 

(2)減損損失の内訳 

種類 金額 

土地 ７百万円 

 

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。 

遊休資産のうち時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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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成19年４月21日 至 平成20年４月20日) 

１ 自己株式に関する事項 

 (単位:株） 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 
当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 
当事業年度末 

株式数 

自己株式   

 普通株式 － 20 － 20

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加           20株 

 

当事業年度(自 平成20年４月21日 至 平成21年４月20日) 

１ 自己株式に関する事項 

 (単位:株） 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 
当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 
当事業年度末 

株式数 

自己株式   

 普通株式 20 － － 20
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(リース取引関係) 

前事業年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21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 

 （借主側） 

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引 

 （借主側） 

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 

減価償却累計額 

相当額 

期末残高 

相当額 

 (百万円) (百万円) (百万円) 

器具及び備品 415 365 49

ソフトウェア ５ ３ １

合計 420 369 50

  

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 

減価償却累計額 

相当額 

期末残高 

相当額 

 (百万円) (百万円) (百万円) 

器具及び備品 129 118 11

ソフトウェア ５ ４ ０

合計 134 123 11

  

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 43百万円

１年超 12百万円

合計 56百万円

 
 

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 11百万円

１年超 ０百万円

合計 12百万円

 
 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 

支払リース料 83百万円

減価償却費相当額 80百万円

支払利息相当額 １百万円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 

支払リース料 39百万円

減価償却費相当額 39百万円

支払利息相当額 ０百万円

  

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 

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 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内 23百万円

１年超 96百万円

合計 120百万円
  

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

１年以内 155百万円

１年超 3,420百万円

合計 3,576百万円
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(有価証券関係) 

前事業年度（平成20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。 

当事業年度（平成21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。 

 

(税効果会計関係) 

前事業年度 

(平成20年４月20日) 

当事業年度 

(平成21年４月20日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

（繰延税金資産） 

  賞与引当金 274百万円

  役員退職慰労引当金 144百万円

  減損損失 129百万円

  固定資産除却損 121百万円

  未払事業税 87百万円

  退職給付引当金 87百万円

  借地権償却 76百万円

  ポイント引当金 57百万円

  その他 173百万円

 繰延税金資産合計 1,153百万円

 

（繰延税金負債） 

  圧縮記帳積立金 △120百万円

  その他 △33百万円

 繰延税金負債合計 △154百万円

 繰延税金資産の純額 998百万円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

（繰延税金資産） 

  賞与引当金 295百万円

  役員退職慰労引当金 151百万円

  固定資産除却損 121百万円

  借地権償却 86百万円

  ポイント引当金 71百万円

  減損損失 64百万円

  未払事業税 53百万円

  未払社会保険料 52百万円

  商品券前受金 38百万円

  その他 99百万円

 繰延税金資産合計 1,035百万円

 

（繰延税金負債） 

  圧縮記帳積立金 △113百万円

  その他 △49百万円

 繰延税金負債合計 △163百万円

 繰延税金資産の純額 872百万円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.43％

（調整） 

 留保金課税 2.81％

 住民税均等割 1.45％

 交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.47％

 連結子会社の吸収合併による影響 0.07％

 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△0.46％

 その他 0.04％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.81％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.43％

（調整） 

 留保金課税 2.07％

 住民税均等割 1.11％

 交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.48％

 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△0.10％

 その他 △0.14％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.85％
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(１株当たり情報) 

 

前事業年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

１株当たり純資産額 1,889円52銭 

１株当たり当期純利益 152円59銭 

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。

１株当たり純資産額 2,023円24銭 

１株当たり当期純利益 172円27銭 

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。

 

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 

(自 平成19年４月21日 

至 平成20年４月20日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月21日 

至 平成21年４月20日) 

当期純利益（百万円） 1,617 1,827 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,617 1,827 

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,598 10,607 
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７． その他 

（1） 役員の異動 

   ①代表者の異動 

    該当事項はありません。 

 

   ②その他の役員の異動（平成21年７月16日付予定） 

     １．新任監査役候補 

       常勤監査役 工藤 洋一 

 

     ２．退任予定監査役 

       常勤監査役 中村 司 

 

（注）新任監査役候補 工藤 洋一氏、退任予定監査役 中村 司氏は、会社法第２条第

16号に定める社外監査役であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




