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1.  平成22年4月期第1四半期の連結業績（平成21年4月21日～平成21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 ％

22年4月期第1四半期 24,235 4.5 665 △14.6 702 △14.8 416 △14.5

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

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

22年4月期第1四半期 39.27 ―

21年4月期第1四半期 45.93 ―

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

22年4月期第1四半期 36,471 22,415 61.5 2,113.08
21年4月期 36,595 22,168 60.6 2,089.81

（参考） 自己資本   22年4月期第1四半期  22,415百万円 21年4月期  22,168百万円

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  

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

（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

21年4月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00
22年4月期 ―

22年4月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成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）

（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

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) 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） 

(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 

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５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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期第1四半期 10,607,920株 21年4月期  10,607,920株

② 期末自己株式数 22年4月期第1四半期  20株 21年4月期  20株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年4月期第1四半期 10,607,900株 21年4月期第1四半期 10,607,900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 

 

当第１四半期連結会計期間における北東北３県の経済状況は、昨年秋以降の世界的な金融

危機および実体経済悪化の影響を受けて企業業績が大幅に落ち込み、雇用や所得環境の悪化

から将来に対する不安が高まり個人消費が低迷するなど、非常に厳しい状況が続きました。 

主力のスーパーマーケット事業におきましては、消費者の節約志向が一段と強まっている

ことや商勢圏の一部で業種・業態を超えた企業間競争が激化するなど、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 お客様最優先）」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、当初計画で第２四半期に開店を予定していた「むつ旭町店」（当社45店舗

目・青森県むつ市への当社初出店）を前倒しで７月に新規出店いたしました。また既存店の

活性化では、５月に「東青森店」（青森県青森市）、６月に「堅田店」（青森県弘前市）の

リニューアルを実施いたしました。 

当社単体の当第１四半期会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 

むつ旭町店（新規出店） 1,980㎡ 623 平成21年７月 

東青森店・堅田店（リニューアル） － 202 平成21年５月・６月 

その他 － 208 － 

合 計 － 1,035 － 

商品面では、お客様の生活防衛意識・節約志向の高まりにお応えするために、「安さに挑

戦！家計応援価格」と題して安さに挑戦し、毎日の暮らしに必要な商品1,800品目の値下げを、

前期より引き続き実施いたしました。また店舗運営面では、当社が最重視している鮮度管理

および時間帯別の売場管理の強化に取り組んでまいりました。 

一方、ローコストオペレーション体制の構築に向けては、ＶＴＲを活用した店舗作業分析

のほか、レイバー スケジューリング プログラム（ＬＳＰ）の推進により、人的効率の改善

に取り組んでまいりました。 

 

これらの施策の結果、当社単体の売上高は全店ベースで前期比104.6％となりましたが、厳

しい経済環境の影響を受けて客数および１品単価が低下し、既存店ベースでは前期比99.5％

にとどまりました。当社単体の当第１四半期会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１四半期会計期間 前年同期間 

店 舗 数 45店舗 （前年同期末比 ４店舗増） 41店舗

全 店 23,793百万円 （前年同期比 104.6％） 22,747百万円店舗売上高 

既存店 20,594百万円 （前年同期比  99.5％） 20,697百万円

-3-

株式会社ユニバース　(3078)　平成22年４月期　第１四半期決算短信



 

 

当社単体 項目 

当第１四半期会計期間 前年同期間 

全 店 1,123万人 （前年同期比 105.3％） 1,066万人来 店 客 数 

既存店 957万人 （前年同期比  98.5％） 971万人

全 店 2,119円 （前年同期比  99.3％） 2,133円客 単 価 

既存店 2,151円 （前年同期比 101.0％） 2,130円

全 店 178円 （前年同期比  97.6％） 182円１ 品 単 価 

既存店 179円 （前年同期比  98.3％） 182円

全 店 11.9個 （前年同期比 101.8％） 11.7個平均買上点数 

既存店 12.0個 （前年同期比 102.7％） 11.7個

全 店 13,390万個 （前年同期比 107.2％） 12,491万個総買上点数 

既存店 11,524万個 （前年同期比 101.2％） 11,384万個

 

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、当第１四半期連結会計期間における当社グループの連結業績は、売上高が242

億35百万円（前年同期比104.5％）、売上総利益が60億43百万円（前年同期比105.5％）、営

業利益が６億65百万円（前年同期比85.4％）、経常利益が７億２百万円（前年同期比

85.2％）、四半期純利益が４億16百万円（前年同期比85.5％）となり、増収を達成したもの

の、新店１店および改装２店の設備投資による一時的な経費計上があったことから、営業利

益・経常利益・四半期純利益段階では減益となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

(1) 財政状態（連結）の変動状況 

当第１四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、１億23百万円減少

し364億71百万円となりました。これは主に、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６億57百万円増加したことの一方、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７億58百万円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３億70百万円減少し140億56百万円となりました。これ

は主に、買掛金が７億59百万円増加したことおよび未払金が２億50百万円増加したことの

一方、未払法人税等が６億64百万円減少したこと、賞与引当金が３億24百万円減少したこ

とおよび長期借入金が３億16百万円減少し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２億46百万円増加し224億15百万円となりました。こ

れは主に、配当金の支払１億69百万円があったことの一方、第１四半期純利益の計上額４

億16百万円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

-4-

株式会社ユニバース　(3078)　平成22年４月期　第１四半期決算短信



 

 

う。）は、前連結会計年度末に比べ７億58百万円減少し、47億16百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は、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５億34百万円であり、前年同期に比べて３億14百万円

増加いたしました。これは主に、法人税等の中間納税額が多かった関係で、法人税等の

確定納税額が３億４百万円減少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８億50百万円であり、前年同期に比べて６百万円減少

いたしました。これは主に、店舗設備投資による有形固定資産の支出が４億８百万円増

加したことの一方、前期にあった営業権取得の反動で無形固定資産の支出が３億63百万

円減少したことのほか、差入保証金の支出が52百万円減少し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４億42百万円であり、前年同期に比べて２億81百万円

減少いたしました。これは主に、長期借入金の返済が２億６百万円減少したことと、中

間配当を前期に初めて実施した関係で期末配当の支払が74百万円減少したこと等による

ものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 

当第１四半期連結会計期間の業績は、第２四半期に計画していた新規出店を第１四半期に

前倒ししたことにより、営業利益・経常利益段階では一時的に当初計画をやや下回っており

ますが、第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、現時点では平成21

年５月25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。 
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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） 

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 

該当事項はありません。 
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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21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21年４月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,117 5,876

売掛金 72 79

有価証券 2 2

商品 2,361 2,215

その他 727 903

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 8,281 9,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,169 7,698

土地 13,050 13,050

その他（純額） 1,631 1,486

有形固定資産合計 22,851 22,234

無形固定資産   

のれん 216 230

その他 590 594

無形固定資産合計 806 825

投資その他の資産 4,532 4,457

固定資産合計 28,190 27,517

資産合計 36,471 36,595

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,694 4,935

1年内返済予定の長期借入金 1,410 1,387

未払法人税等 93 757

賞与引当金 413 738

役員賞与引当金 3 13

ポイント引当金 173 176

その他 3,047 2,849

流動負債合計 10,838 10,857

固定負債   

長期借入金 1,568 1,884

退職給付引当金 20 25

役員退職慰労引当金 356 373

その他 1,272 1,286

固定負債合計 3,218 3,569

負債合計 14,056 14,426
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 17,959 17,712

自己株式 △0 △0

株主資本合計 22,407 22,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 8

評価・換算差額等合計 8 8

純資産合計 22,415 22,168

負債純資産合計 36,471 36,595
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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)

前第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) 

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

売上高 23,194 24,235

売上原価 17,468 18,191

売上総利益 5,725 6,043

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 2,003

賞与引当金繰入額 429 393

役員賞与引当金繰入額 3 3

退職給付費用 26 24

役員退職慰労引当金繰入額 7 8

法定福利及び厚生費 280 283

販売促進費 273 289

ポイント引当金繰入額 147 173

水道光熱費 413 398

消耗品費 69 241

清掃衛生費 142 153

地代家賃 327 356

減価償却費 306 366

その他 641 681

販売費及び一般管理費合計 4,947 5,378

営業利益 778 665

営業外収益   

受取利息及び配当金 12 11

補助金収入 9 3

再商品化委託料精算金 27 18

その他 18 15

営業外収益合計 66 50

営業外費用   

支払利息 19 12

その他 0 0

営業外費用合計 19 12

経常利益 825 702
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(単位：百万円)

前第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) 

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

特別利益   

違約金収入 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 － 1

特別損失合計 － 1

税金等調整前四半期純利益 825 701

法人税、住民税及び事業税 128 70

法人税等調整額 209 215

法人税等合計 338 285

四半期純利益 487 416
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月21日 
 至 平成21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 825 701

減価償却費 306 366

のれん償却額 － 13

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） △256 △324

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △10

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56 △4

前払年金費用の増減額（△は増加） － △50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6 △16

受取利息及び受取配当金 △12 △11

支払利息 19 12

固定資産除却損 － 1

売上債権の増減額（△は増加） △1 7

たな卸資産の増減額（△は増加） △282 △145

仕入債務の増減額（△は減少） 747 759

その他 △25 △42

小計 1,254 1,255

利息及び配当金の受取額 4 4

利息の支払額 △19 △10

法人税等の支払額 △1,019 △715

営業活動によるキャッシュ・フロー 219 534

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 △730

無形固定資産の取得による支出 △420 △56

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

差入保証金の差入による支出 △119 △66

差入保証金の回収による収入 3 3

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △857 △850

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 △292

配当金の支払額 △224 △149

財務活動によるキャッシュ・フロー △723 △442

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,359 △758

現金及び現金同等物の期首残高 7,125 5,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,765 4,716
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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

該当事項はありません。 
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