
平成23年4月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月22日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ユニバース 上場取引所 東 
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） 財務部長 （氏名） 海老原 朗 TEL （0178）21-1888
四半期報告書提出予定日 平成22年12月3日 配当支払開始予定日 平成22年12月24日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家、証券アナリスト向け）

1.  平成23年4月期第2四半期の連結業績（平成22年4月21日～平成22年10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）

営業収益 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 ％

23年4月期第2四半期 51,691 5.1 1,847 11.5 1,904 10.5 906 △6.5
22年4月期第2四半期 49,176 3.0 1,657 △3.8 1,723 △2.7 969 △0.3

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

23年4月期第2四半期 85.48 ―
22年4月期第2四半期 91.41 ―

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

23年4月期第2四半期 38,717 24,517 63.3 2,311.28
22年4月期 38,117 23,773 62.4 2,241.12

（参考） 自己資本   23年4月期第2四半期  24,517百万円 22年4月期  23,773百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年4月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
23年4月期 ― 15.00
23年4月期 

（予想） ―
15.00 

～18.00
30.00

～33.00

3.  平成23年4月期の連結業績予想（平成22年4月21日～平成23年4月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 100,600 2.4 3,435 0.5 3,550 0.5 1,770 △8.3 166.86

Keisuke_Shimomura
新規スタンプ

Keisuke_Shimomura
ノート
Keisuke_Shimomura : Accepted

Keisuke_Shimomura
ノート
Keisuke_Shimomura : None



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
四半期決算短信添付資料 Ｐ.４「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「その他の情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期2Q 10,607,920株 22年4月期  10,607,920株
② 期末自己株式数 23年4月期2Q  137株 22年4月期  20株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期2Q 10,607,823株 22年4月期2Q 10,607,900株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における北東北３県の経済状況は、政府の景気対策や新興国

向け需要の拡大等を背景に、一部業種で持ち直しの動きが見られたものの、本格的な景気

回復には至っておらず、加えて、円高・株安・デフレの影響から景気の先行き減速懸念が

強まっていることもあり、個人消費の動きは弱いまま推移しております。 

当社主力のスーパーマーケット事業におきましては、かつて経験したことのない異常な

猛暑の恩恵を受けた部分もありましたが、全般的には消費者の節約志向・低価格志向が根

強く、企業間の価格競争が平均単価の下落傾向に拍車をかけるなど、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 顧客最優先）」の理念のもと、顧客の一層のご支持・ご信頼を得られるよう努めてお

ります。 

店舗面につきましては、５月に「ビッグハウス湊店」（青森県八戸市）、７月に白銀
しろがね

店

（青森県八戸市）、10月に東バイパス店（青森県青森市）のリニューアルを実施いたしま

した。当社単体の当第２四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 
投資額

(百万円)
開店年月 

ビッグハウス湊店・白銀店・東バイパス店
（リニューアル） 257 平成22年５月・７月・10月 

その他既存店舗（什器備品等） 228 － 

ＩＴ投資 68 － 

合 計 553 － 

 

営業面全般につきましては、当社がスーパーマーケット経営の基本と考える「顧客に満

足していただける店」になることを一層重視して、商品力の強化と売場の充実に徹底して

取り組んでおります。 

商品面では、新規取引先や産地の開拓に努めているほか、比較購買の徹底により一層の

仕入原価の引き下げに取り組んでおります。 

販売促進面では、顧客の節約志向・低価格志向にお応えするために、前期の12月から引

き続き「今月の生活応援価」と題して毎日の生活必需品をお買得価格で提供する企画を実

施しているほか、チラシ内容や大型企画の実施時期に変化をつけて顧客ニーズの掘り起こ

しに努めております。 

店舗運営面では、当社が店舗・売場の理想的な姿と考える「強い店の５大要件」「強い

売場の条件」の実現に向けて、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

を徹底し、顧客満足の向上を目指した売場作りに取り組んでおります。 

なお、８月から９月にかけての異常な猛暑・残暑への対応としては、品切れを起こした

競合店もありましたが、お取引先にご協力いただいたこともあり、売れ筋商品をきちんと

顧客に提供することができました。 
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以上の営業施策の結果、当社単体の全店ベースの売上高は前期比105.2％、既存店ベー

スの売上高前期比は100.7％となりました。 

当社単体の当第２四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２四半期累計期間 前年同期間 

店 舗 数 47店舗 （前年同期末比 ２店舗増） 45店舗

全 店 50,819百万円 （前年同期比 105.2％） 48,295百万円店舗売上高 

既存店 48,167百万円 （前年同期比 100.7％） 47,814百万円

全 店 2,419万人 （前年同期比 106.7％） 2,268万人来 店 客 数 

既存店 2,281万人 （前年同期比 101.6％） 2,245万人

全 店 2,101円 （前年同期比  98.7％） 2,129円客 単 価 

既存店 2,111円 （前年同期比  99.1％） 2,129円

全 店 180円 （前年同期比  99.3％） 182円１ 品 単 価 

既存店 181円 （前年同期比  99.4％） 182円

全 店 11.7個 （前年同期比  99.4％） 11.7個平均買上点数 

既存店 11.7個 （前年同期比  99.7％） 11.7個

全 店 28,201万個 （前年同期比 106.0％） 26,604万個総買上点数 

既存店 26,684万個 （前年同期比 101.3％） 26,332万個

 

また、ローコストオペーレーション体制の構築につきましては、人的効率の改善と売場

の充実との両立を目指し、レイバー スケジューリング プログラム（ＬＳＰ）の導入と確

立に向けて、引き続き取り組みを推進しております。 

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、前期と同水準の堅調な業績となりました。 

 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、営業収益

（商品売上高＋その他営業収入）が516億91百万円（前年同期比105.1％）、営業総利益が

129億27百万円（前年同期比105.0％）、営業利益が18億47百万円（前年同期比111.5％）、

経常利益が19億４百万円（前年同期比110.5％）、四半期純利益が９億６百万円（前年同

期比93.5％）となりました。売上面では猛暑という追い風があったこと、また、経費面で

は新規出店がなく販売費及び一般管理費の対営業収益比率が前年同期比で0.2％低下した

ことにより、経常利益段階では増収・増益となりました。ただし、新たに適用された資産

除去債務に関する会計基準に基づき、特別損失２億26百万円を計上したことにより、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 資産、負債および純資産の状況 

（資産） 

当第２四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、６億円増加し387
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億17百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資その他の資産に含まれる投資

有価証券が合計で６億75百万円増加したこと等によるものです。 

（負債） 

負債は、前連結会計年度末に比べ１億43百万円減少し142億円となりました。これは主

に、当期より新たに適用された資産除去債務の会計基準に基づき、資産除去債務として

期首に５億３百万円を計上したこと等の一方、長期借入金及び１年内返済予定の長期借

入金が合計で６億19百万円減少したこと等によるものです。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ７億43百万円増加し245億17百万円となりました。

これは主に、配当金の支払１億59百万円があった一方、第２四半期純利益の計上額９億

６百万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２四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２億41百万円減少し、58億92百万円となりました。 

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17億30百万円であり、前年同期に比べて４億40百万円

増加いたしました。これは主に、経常利益が１億80百万円増加したこと、各種引当金の

合計額が１億８百万円増加したことや、その他に含まれる営業負債の支払が１億65百万

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11億93百万円であり、前年同期に比べて支出が６億27

百万円減少いたしました。これは主に、定期預金の預入による支出が５億円増加したこ

と等の一方、前年同期にあった新規出店が当期はなかったため、有形固定資産の取得に

よる支出が14億11百万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７億78百万円であり、前年同期に比べて支出が６億62

百万円増加いたしました。これは主に、当期は設備投資の資金調達がなかったため、長

期借入れによる収入が７億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２四半期連結累計期間の業績は、売上面では異常な猛暑が追い風になったことや、

経費面では既存店活性化のための修繕等の実施時期を変更したこともあり、営業利益・経

常利益・四半期純利益ともに当初計画を上回る水準で推移しております。なお、通期の業

績予想につきましては、現時点では平成22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。 

一方、新規出店につきましては、当期は厳しい経済環境下にあるため慎重に判断してお

りますが、来期以降は毎年２店前後の出店を基本方針に掲げて取り組んでいく予定です。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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固定資産については、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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理の原則・手続の変更 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第

18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。これにより、営業利

益および経常利益は10百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は２億36百万円減少し

ました。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は５億３百万円でありま

す。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

ａ． 前第２四半期連結累計期間では「売上高」に含めて記載していた「その他の営

業収入」について、明瞭性の観点から第１四半期連結累計期間より区分掲記してお

ります。なお、前第２四半期連結累計期間の「その他の営業収入」は４億86百万円

であります。 

また、この区分掲記に伴い、「売上総利益」はその他の営業収入を含めない売上

高から売上原価を控除した金額とし、前第２四半期連結累計期間の「売上総利益」

は新たに「営業総利益」と名称変更しております。 

ｂ． 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）に基づき財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用に伴い、第１四半期連結累計期間より「少数株主損益調整前

四半期純利益」の科目を表示しております。 
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3. 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２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年10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22年４月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,484 6,529

売掛金 63 54

有価証券 405 3

商品 2,391 2,375

その他 960 962

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 10,305 9,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,520 8,398

土地 12,976 13,001

その他（純額） 1,403 1,451

有形固定資産合計 22,900 22,850

無形固定資産   

のれん 147 174

その他 542 578

無形固定資産合計 689 753

投資その他の資産 4,821 4,588

固定資産合計 28,412 28,192

資産合計 38,717 38,117
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(単位：百万円)

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年10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22年４月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,863 5,104

1年内返済予定の長期借入金 1,057 1,250

未払法人税等 944 876

賞与引当金 763 672

役員賞与引当金 6 9

ポイント引当金 203 188

その他 2,282 2,229

流動負債合計 10,121 10,332

固定負債   

長期借入金 1,865 2,292

退職給付引当金 24 23

役員退職慰労引当金 390 376

資産除去債務 509 －

その他 1,288 1,319

固定負債合計 4,078 4,011

負債合計 14,200 14,343

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 20,060 19,313

自己株式 △0 △0

株主資本合計 24,508 23,761

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 12

評価・換算差額等合計 8 12

純資産合計 24,517 23,773

負債純資産合計 38,717 38,117
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月21日 
 至 平成21年10月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月21日 
 至 平成22年10月20日) 

営業収益 － 51,691

売上高 49,176 51,194

売上原価 36,859 38,764

売上総利益 12,316 12,430

その他の営業収入 － 497

営業総利益 － 12,927

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び従業員給与・賞与 4,062 4,150

賞与引当金繰入額 755 763

役員賞与引当金繰入額 6 6

退職給付費用 49 64

役員退職慰労引当金繰入額 19 15

法定福利及び厚生費 552 587

販売促進費 760 831

ポイント引当金繰入額 169 203

水道光熱費 836 929

消耗品費 324 299

清掃衛生費 314 336

地代家賃 729 764

減価償却費 766 802

その他 1,313 1,324

販売費及び一般管理費合計 10,659 11,079

営業利益 1,657 1,847

営業外収益   

受取利息及び配当金 21 19

補助金収入 8 20

再商品化委託料精算金 18 8

その他 45 38

営業外収益合計 94 87

営業外費用   

支払利息 27 24

その他 0 6

営業外費用合計 27 30

経常利益 1,723 1,904
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月21日 
 至 平成21年10月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月21日 
 至 平成22年10月20日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 0

違約金収入 1 1

その他 － 0

特別利益合計 1 2

特別損失   

固定資産売却損 2 2

固定資産除却損 7 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 226

その他 0 0

特別損失合計 10 235

税金等調整前四半期純利益 1,714 1,670

法人税、住民税及び事業税 701 912

法人税等調整額 43 △148

法人税等合計 745 764

少数株主損益調整前四半期純利益 － 906

四半期純利益 969 906
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月21日 
 至 平成21年10月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月21日 
 至 平成22年10月20日) 

営業収益 － 26,521

売上高 24,941 26,273

売上原価 18,667 19,844

売上総利益 6,273 6,429

その他の営業収入 － 248

営業総利益 － 6,677

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び従業員給与・賞与 2,058 2,109

賞与引当金繰入額 362 360

役員賞与引当金繰入額 3 3

退職給付費用 24 32

役員退職慰労引当金繰入額 11 7

法定福利及び厚生費 268 283

販売促進費 297 298

ポイント引当金繰入額 169 203

水道光熱費 437 502

消耗品費 82 132

清掃衛生費 160 170

地代家賃 372 381

減価償却費 400 411

その他 632 653

販売費及び一般管理費合計 5,281 5,552

営業利益 992 1,124

営業外収益   

受取利息及び配当金 9 9

補助金収入 － 18

再商品化委託料精算金 4 －

保険解約返戻金 13 －

その他 15 16

営業外収益合計 43 45

営業外費用   

支払利息 14 11

その他 0 0

営業外費用合計 14 11

経常利益 1,020 1,158
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(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月21日 
 至 平成21年10月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月21日 
 至 平成22年10月20日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 0

違約金収入 0 1

その他 － 0

特別利益合計 0 2

特別損失   

固定資産売却損 2 2

固定資産除却損 5 4

その他 0 0

特別損失合計 8 7

税金等調整前四半期純利益 1,012 1,153

法人税、住民税及び事業税 631 747

法人税等調整額 △171 △205

法人税等合計 459 541

少数株主損益調整前四半期純利益 － 611

四半期純利益 553 611

株式会社ユニバース　（3078）　平成23年４月期　第２四半期決算短信

-11-



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月21日 
 至 平成21年10月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月21日 
 至 平成22年10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 1,714 1,670

減価償却費 766 802

のれん償却額 27 27

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） 38 91

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △3

ポイント引当金の増減額（△は減少） △7 14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3 1

前払年金費用の増減額（△は増加） △109 4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 14

受取利息及び受取配当金 △21 △19

支払利息 27 24

投資有価証券売却損益（△は益） － 0

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

固定資産売却損益（△は益） 2 1

固定資産除却損 7 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 226

売上債権の増減額（△は増加） 20 △8

たな卸資産の増減額（△は増加） △33 △16

仕入債務の増減額（△は減少） △205 △240

その他 △180 △1

小計 2,027 2,595

利息及び配当金の受取額 5 5

利息の支払額 △27 △23

法人税等の支払額 △714 △846

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,290 1,730

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 － △500

有価証券の取得による支出 － △104

有形固定資産の取得による支出 △1,767 △356

有形固定資産の売却による収入 0 22

無形固定資産の取得による支出 △70 △60

投資有価証券の取得による支出 △6 △282

投資有価証券の売却による収入 － 2

差入保証金の差入による支出 △70 △10

差入保証金の回収による収入 89 94

その他 4 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,820 △1,193

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 800 100

長期借入金の返済による支出 △746 △719

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △169 △158

財務活動によるキャッシュ・フロー △115 △778

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △645 △241

現金及び現金同等物の期首残高 5,475 6,133

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,829 5,892
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月21日 至 平成22年10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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月21日 至 平成22年10月20日） 

該当事項はありません。 
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