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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

(1) 連結経営成績                             （百万円未満切捨表示） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％
１０，７８５ （△２．４）
１１，０５２ （ ３．４）

百万円   ％
２，３５５（△１０．６）
２，６３３ （ ０．９）

百万円   ％
２，４７９ （△８．２）
２，７００ （ １．８）

 

 当期純利益 
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

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％ 
３，０３８ （９０．３） 
１，５９７ （ ５．４） 

円  銭
236 19 
124 07 

円  銭
－ 
－ 

％
１８．３ 
１１．０ 

％ 
１３．３ 
１６．３ 

％
２３．０ 
２４．４ 

(注)①持分法投資損益      18年3月期    － 百万円  17年3月期    － 百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年3月期 12,866,165株    17年3月期 12,873,328株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円 
２０，２６５ 
１７，０８５ 

百万円
１７，９８７ 
１５，１８３ 

％ 
８８．８ 
８８．９ 

円  銭 
１，３９８ １１ 
１，１８０ ０６ 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年3月期 12,865,815株    17年3月期 12,866,715株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円 
１，６０５ 
１，５３５ 

百万円
△  ３３９ 
△３，２１４ 

百万円 
△  ２６０ 
△  ３２９ 

百万円
７，９８２ 
６，９７５ 

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数  １社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  －社   (除外)  －社    持分法 (新規)  －社  (除外)  －社 
 
２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
５，２５０ 

１０，９００ 

百万円
１，２００ 
２，５００ 

百万円
７００ 

１，５００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  116円 59銭 

  

 
企業集団の状況 

 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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当企業集団は株式会社卑弥呼（当社）及び子会社１社により構成されており、事業は靴やバッグ等の 

服飾雑貨の企画、開発ならびに卸及び小売を主に、これらに付帯する業務を営んでおります。 

 

事 業 の 区 分 主 要 取 扱 品 目 主 要 な 会 社 備    考 

企画・開発事業 
靴やバッグ等の 

服飾雑貨 

当社 

(株)エルピーディ

卸 売 事 業 同      上 
当社 

(株)エルピーディ

(株)エルピーディは、当社及び

卸・小売業者を対象に靴の開発・

輸入を行っております。 

 

卸
・
小
売
事
業 

 

靴
製
品
等 

小 売 事 業 同      上 当社  

不動産賃貸事業 貸ビル等 当社  

 

以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 
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呼
（
当
社
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弥
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企
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開
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国内・海外製造業者

海外製造業者 

製品の企画 ・ 発注
製品 

小売 

    消費者 

納品

小売業者 
製品 

卸売 
㈱
エ
ル
ピ
ー
デ
ィ 
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開
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･
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製品 
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貸
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経営方針 
 

１．会社の経営の基本方針 

当社グループは、靴やバッグ等の服飾雑貨を主力とした生活関連商品のブランド展開による、企画・

開発並びに卸及び小売販売を主な事業としております。今後も、世界的な環境変化の中で、日本文化に

根ざした卑弥呼独自の商品開発とサービスで、生活文化環境の変化に積極的に対応することを経営の基

本とし、「それでお客様は満足か」「無形資産の増加」の２大テーマを経営方針として、お客様、株主

様、お取引先様、従業員及び社会全体に貢献していきたいと考えております。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策として位置付けており、安定的かつ継続

的に業績に見合った成果の配分を行っていくことを基本方針としております。平成18年3月期の年間配当

金は、前年から5円増額の25円を予定しております。 

また、内部留保資金につきましては、新業態開発、店舗の新設・改装などに充当することにより業容

を拡大するとともに、財務体質及び経営基盤の強化のための原資として活用させて頂く所存であります。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社では、当社株式が適正に評価されることや、その流動性の一層の向上及び幅広い投資家層への投

資機会提供を、経営の重要課題と認識しております。 

当社では、これまで以上に個人投資家を中心とする多くの投資家に、当社株式へ投資していただける

環境を整えていくことが最も重要であると考え、平成17年2月1日を以って、当社株式の１単元の株式数

を1,000株から100株に変更いたしました。 

 

４．目標とする経営指標 

 当社の収益基盤は主に靴やバッグ等の服飾雑貨の販売に依存しております。当社が事業を展開するに

あたっては、消費者の嗜好や消費動向を最も反映している、店頭ベースの既存店売上高伸び率が重要な

経営指標と考えております。また、当社の経営効率を計る経営指標としては、売上高経常利益率を重要

な指標と考えております。 

 

５．中長期的な会社の経営戦略 

日本の市場構造は、ますます少子高齢化に向かっております。卑弥呼・elegance卑弥呼・WANONANOブ

ランドは、主に若い女性の市場をターゲットにしておりますが、商品面では、多様化したお客様のニー

ズに対応し、お客様の満足を向上させるため、新業態開発に取り組み、取扱い商品の幅を広げてまいり

ます。 

Camuiブランドは、健康志向面から市場の拡大が期待出来るので、老若男女を含めた幅広い年齢層を

対象とした戦略ブランドとして、尚一層の育成・拡大を図ります。 

基本的には、ブランドビジネスを確立するため、お客様の層を広げ、プレステージを引き上げ、付加

価値を高め、高品質で、履き心地が良く、鮮度が高い、オリジナル商品を提案し続け、人・物・金・情

報・企業文化の経営資源を有効に活用し、ブランド力・商品力・販売力の一層の強化拡充を図り、二十

四節気マーチャンダイジング（MD）に取り組みます。 

 店舗展開では、各ブランドの最適立地に応じて売場面積を確保・拡大するとともに、不採算店舗を見

直し、積極的にスクラップ＆ビルドを推進して収益を高めていく所存であります。 

 販売体制面では、ショップマスター（SM）・ショップパートナー（SP）・ショップオーナー（SO）等

の独立支援制度を積極的に運用し、専門店としての固定客づくりを推進し、販売力の強化を図っていく

所存であります。 
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６．会社の対処すべき課題 

 当社グループが対処すべき課題と致しましては、以下の事項を考えております。 

① 当社グループの取り扱う靴やバッグ等の服飾雑貨は、ファッション性が高く、お客様の嗜好やニーズ

を満たすための商品開発力を持つことが、市場での当社の優位性を保つために不可欠な要素となってい

ます。また、アパレル等の他業界からの市場参入による競争も激化しています。このような市場環境の

中で当社の優位性を今後も維持し続けるには、世の中の流行や時代の流れの変化を的確に予測し、二十

四節気マーチャンダイジングに基づく魅力的な商品群を提供することが重要な課題と考えております。 

② 国内における靴の生産メーカーは、後継者不足や輸入品との価格競争に対応するために、中国をはじ

めとした海外への生産シフトを余儀なくされており、品質低下や納期遅延の懸念があります。このよう

な生産背景の中にあっても、現地での生産・品質指導や、最終仕上げ工程を日本で行うなど、品質と納

期面でのリスク管理に力を入れているメーカーとの関係を強化し、高品質を維持し続けることが重要な

課題と考えております。 

 

７．親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
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経営成績及び財政状態 
 

１．経営成績 

 

（１）当連結会計年度の概況 

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の拡大が見られ、また雇用・賃金の

改善により個人消費も持ち直すなど、景気は回復基調を示してまいりましたが、一方で米国や中国の景気

減速、原油価格の高騰等の不安定要因も見受けられ、先行きは不透明な状況で推移致しました。 

我が靴業界におきましては、消費者の選択眼の高まりと嗜好の多様化がますます顕著となり、従来以上

に卓越した商品力と販売力が求められています。また、アパレル企業の靴業界への参入やアジア諸国から

の輸入商品による低価格品の増加、同時に海外有力ブランドの進出など市場構造は大きな変革期を迎えて

おり、市場環境は依然厳しい状況が続いております。 

このような環境下、当社グループではQueen’s卑弥呼（大きなサイズ専門）ショップおよびバッグ等服
飾雑貨を数多く扱う新業態店舗を積極的に新規オープンし、順調な推移を示している一方で、既存店が前

連結会計年度比5.7％減と苦戦を強いられたため、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度に比べて2.

4％減の107億85百万円となりました。店舗数は183店で、内訳は卑弥呼48店、elegance卑弥呼49店、WANON

ANO38店、Camui36店、ミックスブランド12店となりました。前連結会計年度末の194店に対して11店の減

少となりますが、これは、主にミックスブランド店への再編成によるものです。店舗のスクラップ＆ビル

ドについては、新規出店21店、退店16店を実施いたしました。 

販売体制面では、ショップマスター（SM）・ショップパートナー（SP）・ショップオーナー（SO）制度

の充実と店舗運営体制の見直しを実施し、既存店の販売力強化にも努めました。その結果、当社が直接運

営に関与できる店舗（社員・SM・SP・SOにて運営）数は、140店となり全店舗の76.5％を占め、また、S

M・SP・SO制度にて運営する店舗が、半数を超えました。更に、契約社員からSM・SPに登用するキャリア

メイト（CM）制度を充実させ、有望な人材に対し広く門戸を開くことにより、販売体制強化に不可欠な人

的資源の確保に努めました。 

事業の種類別セグメントごとの売上実績は、下表のとおりです。 

事業の種類別セグメントの名称 前連結会計年度 当連結会計年度 前年同期比 

 

靴製品等卸・小売事業 

百万円

10,895 

百万円 

10,654 

% 

△  2.2 

卑弥呼ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 3,312 3,214 △  3.0 

elegance卑弥呼ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 2,748 2,643 △  3.8 

WANONANOﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 1,629 1,747 7.2 

Camuiﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 2,375 2,080 △ 12.4 

 
内

訳 

連結子会社他 831 968 16.5 

不動産賃貸事業 157 130 △16.6 

合計 11,052 10,785 △  2.4 

Camuiブランドにつきましては、ファッションブランドへの進化を目指し、基準在庫を3ヶ月から2ヶ月

へ変更したことによる影響が大きく、店頭売上ベースでは、前連結会計年度比2.2％減であります。 

利益面につきましては、値入率の改善とバーゲン撲滅の取組みにより、売上総利益率が52.3％と前連結

会計年度比0.4ポイント向上しました一方で、新業態開発や品質改善のための先行投資として、販売費及

び一般管理費率が、30.5％と前連結会計年度比2.4ポイント上昇しました。この結果、営業利益は前連結

会計年度比10.6％減の23億55百万円、経常利益は前連結会計年度比8.2％減の24億79百万円となりました。

また、特別利益として賃貸用不動産の売却益20億13百万円を計上し、当期純利益は前連結会計年度比90.

3％増の30億38百万円となりました。
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（２）次期の見通し 

国内経済環境は、雇用・所得環境の改善による個人消費の回復、堅調な企業収益を背景とした設備投資

の増加が続くことが予想され、国内需要を中心とした回復基調が維持されると思われます。ただし、定率

減税の縮小や公的年金保険料の引き上げなどにより家計の負担が増えることや、消費者物価が上昇に転じ

たことで、実質の個人消費の伸びは、今期を下回る可能性が高いと考えております。 

このような厳しい状況下、当社グループでは、「変化とスピード」をテーマに、製造小売業（SPA）業

態のメリットを最大限に生かし、売場からの鮮度の高い顧客情報を迅速に吸い上げることで変化に機敏に

対応していく所存であります。 

ブランド別では、健康とファッションの同時追求をめざす戦略ブランドのCamuiに、よりいっそうの力

を入れ、足を保護し、履き心地を追求しつつ「夢・感動・健康」をお客様に提供してまいります。 

販売体制面では、ショップマスター（SM）・ショップパートナー（SP）制度を大幅に見直し、さらなる

販売力のアップを図ってまいります。 

新規出店は、Queen’s卑弥呼（大きなサイズ専門）ショップを政令指定都市に順次展開してまいります。
また、バッグ等服飾雑貨を数多く扱う新業態店舗を東京・大阪を中心とした全国の大都市に順次展開して

まいります。 

 

以上の見通しに基づき、通期の連結業績につきましては、  

売 上 高     109億00百万円（前連結会計年度比101.1％） 

経常利益    25億00百万円（前連結会計年度比100.8％） 

当期純利益   15億00百万円（前連結会計年度比 49.4％）を見込んでおります。 

 

なお、当期純利益の前連結会計年度比が49.4%となっているのは、前連結会計年度に賃貸用不動産売却

益20億13百万円を特別利益に計上していることによるものです。 

 

 

 

２．財政状態 

 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

     当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加 

1,605百万円、投資活動による使用資金339百万円、財務活動による使用資金260百万円により、前連結会

計年度末に比べ1,006百万円増加し、当連結会計年度末には、7,982百万円となりました。 

   当連結会計年度におけるキャッシュ･フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動におけるキャッシュ･フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,605百万円であり、これは、税金等調整前当期純利益4,431百万円、固定

資産売却益2,013百万円及び法人税等の支払額1,063百万円等によるものであり、前連結会計年度比4.6％

の増加となりました。 

 

(投資活動におけるキャッシュ･フロー) 

投資活動の結果使用した資金は339百万円であり、これは、定期預金の預入による支出3,000百万円及び有

形固定資産の売却による収入2,926百万円等によるものであり、前連結会計年度比89.4％の減少となりま

した。 

 

(財務活動におけるキャッシュ･フロー) 

財務活動の結果使用した資金は260百万円であり、これは、配当金の支払及び自己株式の取得等によるも

のであります。 
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キャッシュ・フロー指標の推移 

 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

自己資本比率(%) 86.9 86.5 88.9 88.8

時価ベースの株主資本比率(%) 72.4 142.8 140.2 111.7

債務償還年数(年) 0.2 － － －

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 213.8 1,159.5 20,200.3 30,616.4

 

(注)各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

1. 自己資本比率：自己資産／総資産 

2．時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

3. 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ･フロー 

4. インタレスト･カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ･フロー／利息の支払額 
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１【連結財務諸表】 

(1)【連結貸借対照表】                              （千円未満切捨表示） 

 
前連結会計年度 

（平成17年3月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 
増減(△) 

区分 金額（千円） 
構成比
（％） 金額（千円） 

構成比
（％）

金額（千円）

（資産の部）    

Ⅰ．流動資産    

１．現金及び預金  6,975,803 9,182,171  

２．受取手形及び売掛金  1,424,330 1,394,296  

３．たな卸資産  413,801 353,066  

４．繰延税金資産   83,274 143,818  

５．その他  155,329 235,487  

貸倒引当金  △2,711 △3,241  

流動資産合計  9,049,829 53.0 11,305,597 55.8 2,255,768 

Ⅱ．固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物及び構築物 1,514,386 574,264   

減価償却累計額 628,997 885,388 236,206 338,057  

(2)機械装置及び運搬具 113,401 49,040   

減価償却累計額 69,990 43,411 25,019 24,020  

(3)工具器具備品 258,420 295,342   

減価償却累計額 181,072 77,347 176,057 119,285  

(4)土地  1,462,450 1,099,220  

(5)建設仮勘定  1,000 －  

有形固定資産合計  2,469,597 14.4 1,580,583 7.8 △889,014 

２．無形固定資産    

(1)借地権  1,146,966 1,146,966  

(2)その他  27,508 27,003  

無形固定資産合計  1,174,475 6.9 1,173,970 5.8 △505 

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  69,870 111,250  

(2)長期性預金  2,700,000 4,500,000  

(3)長期貸付金  11,881 4,242  

(4)繰延税金資産  138,387 112,827  

(5)差入敷金保証金  1,236,975 1,040,447  

(6)役員保険積立金  － 422,675  

(7)その他  265,960 37,075  

貸倒引当金  △31,047 △23,031  

投資その他の資産合計  4,392,028 25.7 6,205,488 30.6 1,813,459 

固定資産合計  8,036,101 47.0 8,960,041 44.2 923,940 

資産合計  17,085,930 100.0 20,265,639 100.0 3,179,708 
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前連結会計年度 

（平成17年3月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 
増減(△) 

区分 金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

（負債の部）    

Ⅰ．流動負債    

１．買掛金  654,998 660,825  

２．未払金  187,649 230,560  

３．未払法人税等  520,184 924,844  

４．賞与引当金  74,620 82,334  

５．返品調整引当金  21,178 26,686  

６．その他  107,100 68,453  

流動負債合計  1,565,731 9.1 1,993,705 9.8 427,973

Ⅱ．固定負債    

１．退職給付引当金  64,488 72,859  

２．役員退職慰労引当金  118,196 128,130  

３．その他  104,937 31,166  

固定負債合計  287,623 1.7 232,156 1.2 △55,466

負債合計  1,853,354 10.8 2,225,861 11.0 372,506

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  49,106 0.3 51,951 0.2 2,845

    

（資本の部）    

Ⅰ．資本金  2,589,052 15.2 2,589,052 12.8 －

Ⅱ．資本剰余金  2,718,862 15.9 2,718,879 13.4 17

Ⅲ．利益剰余金  12,029,046 70.4 13,775,051 68.0 1,746,004

Ⅳ．土地再評価差額金  △1,992,596 △11.7 △957,116 △4.7 1,035,480

Ⅴ．その他有価証券評価差額金  19,053 0.1 43,527 0.2 24,474

Ⅵ．自己株式  △179,948 △1.0 △181,568 △0.9 △1,619

資本合計  15,183,469 88.9 17,987,826 88.8 2,804,357

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 17,085,930 100.0 20,265,639 100.0 3,179,708
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(2)【連結損益計算書】                                                         （千円未満切捨表示） 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

増減(△) 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）

Ⅰ．売上高   

１．商品売上高 10,895,163 10,654,921  

２．賃貸収入 157,016 11,052,179 100.0 130,967 10,785,889 100.0 △266,290

Ⅱ．売上原価   

１．商品売上原価 5,271,741 5,108,383  

２．賃貸費用 49,822 5,321,563 48.1 36,016 5,144,399 47.7 △177,163

売上総利益  5,730,616 51.9 5,641,489 52.3 △89,127

Ⅲ．販売費及び一般管理費   

１．販売手数料 589,445 539,743  

２．運賃 227,026 240,384  

３．企画宣伝費 51,035 48,713  

４．役員報酬 77,011 71,958  

５．給与及び賞与 953,035 1,077,327  

６．賞与引当金繰入額 74,620 82,334  

７．退職給付費用 16,134 16,605  

８．役員退職慰労引当金 
繰入額 9,676 9,933  

９．福利厚生費 127,073 156,471  

10．旅費交通費 101,837 118,040  

11．通信費 23,985 25,141  

12．交際費 5,225 4,687  

13．支払手数料 97,634 132,484  

14．水道光熱費 24,550 22,291  

15．賃借料 371,234 384,800  

16．備品消耗品費 91,234 87,009  

17．租税公課 21,867 20,264  

18．減価償却費 100,527 120,871  

19．修繕費 3,143 18,089  

20．保険料 10,730 10,775  

21．募集費 37,131 19,448  

22．事業税 27,662 32,968  

23．その他 54,904 3,096,729 28.1 46,014 3,286,357 30.5 189,627

営業利益  2,633,886 23.8 2,355,131 21.8 △278,755
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前連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

増減(△) 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）

Ⅳ．営業外収益   

１．受取利息 11,340 75,995  

２．受取配当金 540 650  

３．受取手数料 24,564 23,658  

４．備品賃貸料 11,756 7,241  

５．為替差益 － 35  

６．その他の営業外収益 20,625 68,827 0.6 22,156 129,738 1.2 60,910

Ⅴ．営業外費用   

１．支払利息 76 52  

２．債権売却損 396 603  

３．為替差損 1,872 －  

４．その他の営業外費用 164 2,510 0.0 4,805 5,461 0.0 2,950

経常利益  2,700,203 24.4 2,479,408 23.0 △220,794

Ⅵ．特別利益   

１．固定資産売却益 － 2,013,065  

２．貸倒引当金戻入益 4,984 5,756  

３．その他の特別利益 38,530 43,514 0.4 － 2,018,822 18.7 1,975,307

Ⅶ．特別損失   

１．店舗退店等損失 4,909 36,427  

２．固定資産除却損 2,735 9,583  

  ３. 減損損失 － 7,645 0.0 20,543 66,554 0.6 58,909

税金等調整前当期純 

利益 
 2,736,072 24.8 4,431,676 41.1 1,695,603

法人税、住民税及び
事業税 1,077,536 1,440,300  

法人税等調整額 47,883 1,125,419 10.2 △51,889 1,388,411 12.9 262,991

少数株主利益(控除)  13,465 0.1 4,445 0.0 △9,019

当期純利益  1,597,187 14.5 3,038,819 28.2 1,441,631
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(3)【連結剰余金計算書】                           （千円未満切捨表示） 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

増減(△) 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ．資本剰余金期首残高  2,718,862  2,718,862  

Ⅱ．資本剰余金増加高      

１．自己株式処分差益 － － 17 17 17 

Ⅲ．資本剰余金期末残高  2,718,862  2,718,879 17 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ．利益剰余金期首残高  10,689,800  12,029,046 1,339,246 

Ⅱ．利益剰余金増加高      

１．当期純利益 1,597,187 1,597,187 3,038,819 3,038,819 1,441,631 

Ⅲ．利益剰余金減少高      

１．配当金 257,941  257,334   

２．土地再評価差額金取崩額 － 257,941 1,035,480 1,292,814 1,034,873 

Ⅳ．利益剰余金期末残高  12,029,046  13,775,051 1,746,004 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】                    （千円未満切捨表示） 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ．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 2,736,072 4,431,676 

減価償却費 129,273 140,363 

貸倒引当金の増減額（△は減少額） △7,924 △7,486 

退職給付引当金の増減額（△は減少額） 8,177 8,371 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少額） △20,406 9,933 

賞与引当金の増減額（△は減少額） △580 7,714 

返品調整引当金の増減額（△は減少額） △7,771 5,508 

受取利息及び受取配当金 △11,881 △76,646 

支払利息 76 52 

固定資産売却益 － △2,013,065 

店舗退店等損失 4,309 25,900 

固定資産除却損 2,061 9,583 

減損損失 － 20,543 

売上債権の増減額（△は増加額） 6,715 30,033 

たな卸資産の増減額（△は増加額） 18,881 60,735 

仕入債務の増減額（△は減少額） △29,300 5,826 

未払金の増減額（△は減少額） 8,724 10,990 

その他 △42,380 △64,528 

小計 2,794,043 2,605,504 

利息及び配当金の受取額 1,762 64,237 

利息の支払額 △76 △52 

残余財産分配金受取による収入 38,530 － 

法人税等の支払額 △1,299,042 △1,063,770 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,535,221 1,605,919 
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前連結会計年度 

（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ．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 △2,700,000 △3,000,000 

有形固定資産の取得による支出 △367,051 △174,571 

有形固定資産の売却による収入 － 2,926,607 

保険積立金の積立による支出 △210,552 △200,618 

差入敷金保証金の減少による収入 95,400 138,708 

差入敷金保証金の増加による支出 △13,239 △23,018 

貸付金の回収による収入 37,542 29,843 

貸付による支出 △30,878 △24,364 

その他 △25,228 △11,819 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,214,008 △339,233 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の売却による収入 － 94 

自己株式の取得による支出 △72,154 △1,696 

配当金の支払額 △257,462 △257,116 

少数株主への配当金の支払額 － △1,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー △329,617 △260,319 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） △2,008,404 1,006,367 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 8,984,207 6,975,803 

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 6,975,803 7,982,171 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    

１. 連結の範囲に関する事項  (株)エルピーディ１社を連結対象としております。 

上記以外に、子会社及び関連会社はありません。 

２. 連結子会社の事業年度等に関する事項  連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しており

ます。 

    

３. 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 

    

 (ｲ)有価証券の評価基準及び評価

方法 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部資本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 

    

 (ﾛ)デリバティブ  時価法 

    

 (ﾊ)たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

 商品       移動平均法による原価法 

貯蔵品     最終仕入原価法 

    

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    

    (ｲ)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）については定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 10 ～ 39年 

    

 (ﾛ)無 形 固 定 資 産 

  （ソフトウェア） 

 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法 

    

    (ﾊ)長 期 前 払 費 用  定額法 

    

 (3)重要な引当金の計上基準   

    

    (ｲ)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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

    

    (ﾛ)賞 与 引 当 金  従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度負担額を計上しております｡ 

    

    (ﾊ)返 品 調 整 引 当 金  当連結会計年度末後に予想される売上返品による損失に備え

るため、過去の返品率等に基づき、将来の返品に伴う損失予

想額を計上しております。 
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   (ﾆ)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

退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 

    

    (ﾎ)役員退職慰労引当金  役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、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。 

    

 (4)重要な外貨建の資産または 

 負債の本邦通貨への換算の 

 基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

    

 (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   

    

    (ｲ)ヘッジ会計の方法  繰延ヘッジ処理によっております。 

    

    (ﾛ)ヘッジ手段とヘッジ対象  ヘッジ手段…通貨・クーポンスワップ、為替予約 

   ヘッジ対象…連結子会社の外貨建予定仕入取引の一部 

    

    (ﾊ)ヘッジ方針  取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに基づき、外

貨建取引の為替変動によるリスクの軽減、相殺を目的とし

て、ヘッジを行うことを原則としております。 

なお、取引の契約先は信用度の高い銀行に限定されており、

相手先の契約不履行によるリスクはほとんどないと判断して

おります。 

    

 (7)消費税等の会計処理の方法  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており

ます。 

    

４. 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。 

    

５. 利益処分項目等の取扱いに関する事

項 
 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計

年度中に確定した利益処分に基づいて作成しております。 

    

６. 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

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

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

 

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 
 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。 

これにより税金等調整前当期純利益20,543千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 
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表示方法の変更 
    

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度末において、投資その他の資産の「その他」に含めておりました「役員保険積立

金」は、重要性が増したため、当連結会計年度末から区分掲記しております。なお、前連結会計年度

末における「役員保険積立金」の金額は、222,056千円であります。 

 

 

注記事項 
 

（連結貸借対照表関係）   

  前連結会計年度  当連結会計年度

１． 受取手形割引高 4,424千円 6,500千円 

  

 前連結会計年度 当連結会計年度

２． 発行済株式総数 普通株式 12,984,233株 普通株式 12,984,233株 

３． 連結会社が保有する自己株式の数 普通株式 117,518株 普通株式 118,418株 

土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。 

 再評価の方法 

  土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める地

方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価格により算出 

 再評価を行った年月日         平成14年3月31日 

４． 

 再評価を行った土地の当連結会計年度末における 

 時価と再評価後の帳簿価額との差額     △43,591千円 

 

（連結損益計算書関係） 

１． 固定資産売却益 

 当連結会計年度において、不動産賃貸用資産(土地、建物及び構築物等)の売却益2,013,065千円を

計上しております。 

２． 固定資産除却損の内容は次のとおりです。 

  前連結会計年度  当連結会計年度

 建物及び構築物 － 825千円 

 機械装置及び運搬具 1,175千円 6,339千円 

 工具器具備品 886千円 2,418千円 

 その他 673千円 － 

 合計 2,735千円 9,583千円 

    

その他の特別利益 

前連結会計年度  当連結会計年度

３． 

 

プリンストン債の残余財産の

一部分配金であります。 

― 

  



 

４． 減損損失 

 当連結会計年度において、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ました。

場所 用途 種類 減損損失 

大阪府大阪市 他 

(計2件) 

店舗 建物及び構築物・

工具器具備品 

20,543千円 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗、賃貸用不動産等の各物件

単位で資産グループを決定しております。 

翌期に退店を決定している店舗について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額20,543

千円(建物及び構築物7,080千円、工具器具備品13,462千円)を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

なお、回収可能価額は使用価値によっておりますが、いずれも翌期に退店を決定している店舗であ

るため、将来キャッシュ・フローの算定にあたっては割引率を考慮しておりません。 

 

 

（連結キャッシュ･フロー計算書関係） 

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 

 前連結会計年度  当連結会計年度

現金及び預金勘定 6,975,803千円 9,182,171千円 

預金期間が3ヶ月を超える定期預金 － △1,200,000千円 

現金及び現金同等物 6,975,803千円 7,982,171千円 
 
 

（リース取引関係） 

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 

前連結会計年度 当連結会計年度

取得価額 
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

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 

千円 千円 千円  千円 千円 千円

建物及び構築物 5,124 2,989 2,135  5,124 5,038 85

工具器具備品 69,663 58,863 10,799  59,690 24,236 35,453

ソフトウェア 140,511 76,079 64,432  171,611 110,402 61,209

合計 215,299 137,932 77,366  236,425 139,677 96,748

(注) 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同    左 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

前連結会計年度 当連結会計年度

１年内  34,242 千円 44,335 千円 

１年超  43,124 千円 52,412 千円 

合計  77,366 千円 96,748 千円 

(注) 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

同    左 
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(3) 当連結会計年度の支払リース料及び減価償却費相当額 

前連結会計年度 当連結会計年度

支払リース料 43,472 千円  46,871 千円 

減価償却費相当額 43,472 千円  46,871 千円 

  (4)減価償却費相当額の算定方法 

前連結会計年度 当連結会計年度

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。

同    左  

 

 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度 当連結会計年度

該当事項はありません 同     左  
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（有価証券） 

 
前連結会計年度（平成17年3月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの (単位：千円) 

  種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

 

 

 

(1)株式 

(2)債券 

①国債･地方債等 

②社債  

③その他 

(3)その他 

37,848 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

69,870 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

32,021 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

  小計 37,848 69,870 32,021 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

 

 

(1)株式 

(2)債券 

①国債･地方債等 

②社債  

③その他 

(3)その他 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 小計 － － － 

合計 37,848 69,870 32,021 

 

２．時価のない主な有価証券の内容  

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（平成18年3月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの (単位：千円) 

  種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

 

 

 

(1)株式 

(2)債券 

①国債･地方債等 

②社債  

③その他 

(3)その他 

37,848 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

111,250 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

73,402 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

  小計 37,848 111,250 73,402 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

 

 

(1)株式 

(2)債券 

①国債･地方債等 

②社債  

③その他 

(3)その他 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

  小計 － － － 

合計 37,848 111,250 73,402 

 

２．時価のない主な有価証券の内容  

 該当事項はありません。 
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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 

1. 取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引等であります。 

2. 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

3. 取引の利用目的 

デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る

目的で利用しております。 

4. 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクはほとんどないと認識しております。 

5. 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。 

2.取引の時価等に関する事項 

 

  前連結会計年度（平成17年3月31日現在） 

デリバティブ取引については全てヘッジ会計を適用しておりますので、注記を省略しております。 

 

当連結会計年度（平成18年3月31日現在） 

デリバティブ取引については全てヘッジ会計を適用しておりますので、注記を省略しております。 
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(税効果会計関係) 

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   前連結会計年度 当連結会計年度

 流動  未払事業税 35,892千円 71,836千円

   返品調整引当金 8,619千円 10,861千円

   賞与引当金 30,370千円 33,509千円

   減損損失 － 8,361千円

   その他 8,391千円 19,249千円

  流動計  83,274千円 143,818千円

  固定  有価証券評価損 17,546千円 17,546千円

   貸倒引当金 12,636千円 9,373千円

   退職給付引当金 25,075千円 29,553千円

   役員退職慰労引当金 48,106千円 52,148千円

   土地評価損 13,624千円 － 

   会員権評価損 12,427千円 12,427千円

   投資有価証券評価損 14,810千円 14,810千円

   その他 11,257千円 10,368千円

  固定計  155,484千円 146,229千円

 
繰延税金資産計  238,759千円 290,047千円

 

 繰延税金負債 

 

  固定  特別償却準備金 △4,127千円 △3,526千円

   その他有価証券評価差額金 △12,968千円 △29,874千円

 繰延税金負債計 △17,096千円 △33,401千円

 
繰延税金資産の純額 221,662千円 256,646千円

 

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間の差異 

前連結会計年度                   当連結会計年度

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下で

あるため、当該差異の原因となった主要な項目別の

内訳の注記は省略しております。 

法定実効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内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

評価性引当額の減少 △9.5 

住民税均等割 0.3 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
31.3 

 

３

. 

土地再評価に係る繰延税金資産                              

 前連結会計年度 当連結会計年度

土地再評価に係る繰延税金資産 807,001千円 389,546千円 

評価性引当額 △807,001千円 △389,546千円 

土地再評価に係る繰延税金資産 － －  
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（セグメント情報） 

１. 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至17年3月31日） 

 

(単位：千円) 

   靴製品等

卸･小売業

不 動 産

賃貸事業

 

計 

消去又は 

全    社 

 

連   結 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 10,895,163 157,016 11,052,179   － 11,052,179

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高   －   －   －   －   － 

 計   

営業費用 

10,895,163

8,368,471

157,016

49,822

11,052,179

8,418,293

  － 

  － 

11,052,179

8,418,293

 営業利益 2,526,692 107,194 2,633,886   － 2,633,886

Ⅱ 資産､減価償却費及び資本的支出   

 資産 6,484,221 856,035 7,340,256 9,745,673 17,085,930

 減価償却費 100,524 28,748 129,273   － 129,273

 資本的支出 389,091   － 389,091   － 389,091

 

当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至18年3月31日） 

   靴製品等

卸･小売業

不 動 産

賃貸事業

 

計 

消去又は 

全    社 

 

連   結 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 10,654,921 130,967 10,785,889 － 10,785,889

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － 

 計   

営業費用 

10,654,921

8,394,741

130,967

36,016

10,785,889

8,430,757

－ 

－ 

10,785,889

8,430,757

 営業利益 2,260,180 94,950 2,355,131 － 2,355,131

Ⅱ 資産､減価償却費及び資本的支出   

 資産 6,427,532 44,685 6,472,217 13,793,421 20,265,639

 減価償却費 120,871 19,491 140,363 － 140,363

 資本的支出 218,573 － 218,573 － 218,573

(注)１．事業区分は主に内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な内容はつぎのとおりであります。 

(1)靴製品等卸･小売業 靴やバッグ等の服飾雑貨 

(2)不動産賃貸事業  貸ビル、駐車場賃貸、その他 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、余資運用資金(現金及び預金)、

長期投資資金（投資有価証券、長期性預金）であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 
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２. 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当連結会計年度（自平成17年4月
1日 至平成18年3月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店
がないため、該当事項はありません。 

３. 海外売上高 
前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）及び当連結会計年度（自平成17年4月
1日 至平成18年3月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

（退職給付関係） 
 

１． 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

 

２． 退職給付債務及びその内訳 前連結会計年度 当連結会計年度

     退職給付債務 64,488千円 72,859千円 

     退職給付引当金 64,488千円 72,859千円 

３． 退職給付費用の内訳   

     勤務費用 16,134千円 16,605千円 

 

 

（１株当たり情報） 
 

前連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

1株当たり純資産額 1,180円06銭 1株当たり純資産額 1,398円11銭 

1株当たり当期純利益金額 124円07銭 1株当たり当期純利益金額  236円19銭 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について
は、潜在株式がないため記載しておりません。 

同  左 

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

当期純利益(千円) 1,597,187 3,038,819 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,597,187 3,038,819 

期中平均株式数(株)  12,873,328 12,866,165 

 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 当連結会計年度

該当事項はありません 同     左  


	時価ベースの株主資本比率(%)
	72.4
	142.8
	140.2
	111.7
	債務償還年数(年)
	0.2
	－
	－
	－
	インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍)
	213.8
	1,159.5
	20,200.3
	30,616.4
	(注)各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。
	1. 自己資本比率：自己資産／総資産
	2．時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産
	3. 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ･フロー
	4. インタレスト･カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ･フロー／利息の支払額
	１【連結財務諸表】
	(1)【連結貸借対照表】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円未満切捨表示）
	(2)【連結損益計算書】                                                
	(3)【連結剰余金計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円未満切捨表示）
	(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （千円未満切捨表示）


	３．財務諸表
	(1)比較貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円未満切捨表示）
	(2)比較損益計算書　                                                 
	(3)利益処分案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円未満切捨表示）
	前　　　期
	当　　　期
	年　間
	中　間
	期　末
	年　間
	中　間
	期　末
	(内 訳)
	普通配当
	－
	20   00
	－
	25  　00
	特別配当
	－
	－
	－
	－
	－
	－





