
平成 19年 3月期   中間決算短信（連結） 平成 18年 11月 13日 

会 社 名 株式会社 卑弥呼 上場取引所     JASDAQ 

コ ー ド 番 号 9892 本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.himiko.co.jp ） 

代   表   者 役 職 名 代表取締役社長 

 氏 名 柴田 一 

問合せ先責任者 責任者役職名 取締役 経理･総務担当 

 氏 名 進士 裕志 ＴＥＬ（03）5485 - 3712 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 13 日  

米国会計基準採用の有無   無 

１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 5,477 0.5 1,356 14.0 1,440 15.4 

17年9月中間期 5,451 △1.9 1,190 △10.4 1,248 △8.4 

18年3月期 10,785  2,355  2,479  
 

 中間(当期)純利益 
1株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後1株当たり 
中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 831 16.5 64 63 - - 

17年9月中間期 713 △10.2 55 47 - - 

18年3月期 3,038 236 19 - - 

(注) ①持分法投資損益 18 年 9 月中間期  － 百万円 17 年 9 月中間期  － 百万円 18 年 3 月期  － 百万円 

 ②期中平均株数(連結) 18 年 9 月中間期 12,865,733 株 17 年 9 月中間期 12,866,472 株 18 年 3月期 12,866,165 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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 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

18年9月中間期 20,390 18,546 90.7 1,437 05

17年9月中間期 17,756 15,647 88.1 1,216 22

18年3月期 20,265 17,987 88.8 1,398 11

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 9 月中間期 12,865,695 株 17 年 9 月中間期 12,866,035 株 18 年 3月期 12,865,815 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 427 614 △322 8,701 

17年9月中間期 792 △1,206 △259 6,301 

18年3月期 1,605 △339 △260 7,982 
 
(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 

 
２．19 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 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 10,900 2,500 1,500 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 116 円  59 銭 
 
※ 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。なお、業績予想については連結資料 5ページをご参照ください。 

 1

http://www.himiko.co.jp/


1.企業集団の状況 

 
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 

㈱エルピーディ 

卸売事業 同上 
当社 

㈱エルピーディ 

卸
・小
売

靴
製
品
等 

事
業 

小売事業 同上 当社 

㈱エルピーディは、当社及び

卸・小売業者を対象に靴の企

画・輸入を行っております。 

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通りであります。 
 
 
 

消費者 

小売業者 

小売 

製品 

製品 

卸売 

㈱
卑
弥
呼 

(
当
社) （

企
画
・開
発
・
卸
・
小
売
）  

 
 

当
社 

（
不
動
産
賃
貸
） 

 
 
 

㈱
エ
ル
ピ
ー
デ
ィ 

 
 
 

（
企
画
・開
発
・
卸
）  

 
 
 

製品 

卸売 

卸売 

製品 

卸・小売業者 

製品の企画・発注 

納品 

海外製造業者 

国内・海外製造業者 

製品の企画・発注 

納品 
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2.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

利益配分を行っていくことを基本方針としております。具体的には、業績、株価動向、他社の状況等を総合的に
勘案したうえで、年間の配当性向は 20％を超えることを指標としております。 
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。 
また、株主の方に、社長の著書を進呈し、当社の経営方針に対して理解を深めていただく取組みを新たに開

始いたしました。 
 

(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。 
また、平成 18年 10月 4日付で、株式会社シンエイと業務提携を行い、お互いの強みを生かす戦略を展開し

て参ります。 
提携の内容は、以下のとおりです。 
 ① 両者の企業価値向上のための事業戦略について協力する。 
 ② 両者が合意する売り場に両者が合意した商品を相互に供給する。 
 ③ 国内外において婦人靴の生産体制基盤強化について協力する。 
 ④ 国内外の婦人靴の販路の拡大強化に協力する。 
 

(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。 
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(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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3.経営成績及び財政状態 
 

(1) 経営成績 
 
①当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の改善による設備投資の拡大、また雇用・所得環境
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。 
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、アパレル企業などの他業界からの参入やアジア諸国から低価格
品流入、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、当社グループではお客様の多様なニーズに応えるため昨年より展開しているモデルサイズ
（大きなサイズ専門）ショップ「Queen’s 卑弥呼」が好調に売上を伸ばしております。特に「新宿京王モール店」は
突出し、前年同期比 2.2 倍、金額で 56 百万円の増収となり、全体を大きく牽引いたしました。 
また、ブランド別では、WANONANOブランドが前年同期比114.1％、金額で116百万円の増収と大きく伸張し
たことにより、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比 100.5％の 54 億 77 百万円となりました。 
店舗数については、新規出店 6 店に対し、撤退店舗 9 店となり、前連結会計年度末より 3 店減少し、180 店と
なりました。ブランド別の内訳は、卑弥呼 48 店、elegance 卑弥呼 47 店、WANONANO38 店、Camui35 店、ミック
スブランド 12 店であります。 
ブランド別の売上高は、下表のとおりです。 

内訳 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前年同期比 

 

卑 弥 呼 ブ ラ ン ド 

  百万円

1,606 

  百万円

1,523 

    ％ 

94.9 

e l e g a n c e 卑弥呼ブラン ド 1,337 1,350 101.0 

Ｗ Ａ Ｎ Ｏ Ｎ Ａ Ｎ Ｏ ブ ラ ン ド 827 943 114.1 

Ｃ ａ ｍ ｕ ｉ ブ ラ ン ド 1,064 1,100 103.4 

連 結 子 会 社 他 617 558 90.8 

合計 5,451 5,477 100.5 

利益面につきましては、商品力の向上による値入率の改善に取組み、売上総利益率が 54.2％と前年同期比
2.0 ポイント向上しました。また、販売費及び一般管理費率は、撤退店舗の賃借料の減少等により、29.4％と前年
同期比1.0ポイント減少いたしました。この結果、営業利益は前年同期比14.0％増の13億56百万円、経常利益
は前年同期比 15.4％増の 14 億 40 百万円となりました。税金等を差し引いた中間純利益につきましては前年同
期比 16.5％増の 8億 31 百万円となりました。 

    
②通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、企業収益の回復基調が見られものの、国内外の不安定な情勢は依然継続し、
厳しい経営環境が続いていくものと思われます。そのような情勢の中、当社グループといたしましては、お客様の
ニーズに応え、株式会社シンエイとの業務提携を生かし、顧客満足度を高める施策を継続し、株主価値を高め
て参りたいと考えております。 
 
平成 19 年 3 月期の連結業績見通しにつきましては、  

売 上 高 109 億 00 百万円（前連結会計年度期比 101.1％） 
経常利益     25 億 00 百万円（前連結会計年度期比 100.8％） 
当期純利益    15 億 00 百万円（前連結会計年度期比 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。 
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(2) 財政状態 
 
キャッシュ・フローの状況 

     当中間連結会計期間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427百
万円、投資活動による資金の増加 614 百万円、財務活動による使用資金 322 百万円により、前連結会計年度末
に比べ 719 百万円増加し、当中間連結会計期間末には、8,701 百万円となりました。 

   当中間連結会計期間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427百万円（前年同期比364百万円減）となりました。これは、主に税金等調

整前当期純利益 1,425 百万円及び法人税等の支払額 883 百万円等によるものであります。 
 
(投資活動におけるキャッシュ･フロー) 
投資活動の結果得られた資金は 614 百万円（前年同期は 1,206 百万円の支出）となりました。これは、主に定

期預金預入れ 900 百万円、定期預金の払戻し 2,500 百万円及び投資有価証券の取得による支出 1,000 百万円
等によるものであります。 
 
(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322百万円（前年同期比63百万円増）となりました。これは、主に配当金の支
払 322 百万円等によるものであります。 

 
当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 17 年 3月期 平成 17 年 9月期 平成 18 年 3月期 平成 18 年 9月期

自己資本比率(%) 88.9 88.1 88.8 90.7

時価ベースの株主資本比率(%) 140.2 131.6 111.7 102.8

債務償還年数(年) － － － －

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 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.中間連結財務諸表 
(1) 中間連結貸借対照表 （単位：千円）

前中間連結会計期間末 

（平成17年 9月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年 9月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年 3月31日現在） 

   期別 

 

科目 

注記 

番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）   ％ ％  ％

Ⅰ.流動資産     

1.現金及び預金   7,301,969 9,101,709   9,182,171

2.受取手形及び売掛金   1,540,737 1,574,400   1,394,296

3.たな卸資産   416,821 346,277   353,066

4.繰延税金資産   102,339 123,120   143,818

5.その他   203,764 280,624   235,487

貸倒引当金   △6,334 △3,834   △3,241

流動資産合計   9,559,297 53.8 11,422,299 56.0  11,305,597 55.8

Ⅱ．固定資産     

1.有形固定資産 ※1    

(1)建物及び構築物   905,057 336,286   338,057

(2)土地   1,462,450 1,099,220   1,099,220

(3)その他   189,314 145,541   143,305

有形固定資産合計   2,556,822 1,581,048   1,580,583

2.無形固定資産     

(1)借地権   1,146,966 1,146,966   1,146,966

(2)その他   25,896 22,797   27,003

無形固定資産合計   1,172,863 1,169,764   1,173,970

3.投資その他の資産     

(1)投資有価証券   － 1,097,217   111,250

(2)長期性預金   2,700,000 3,700,000   4,500,000

(3)繰延税金資産   135,066 118,844   112,827

(4)差入敷金保証金   1,104,862 858,659   1,040,447

(5)役員保険積立金   421,832 422,675   422,675

(6)その他   129,847 37,050   41,317

貸倒引当金   △24,267 △16,818   △23,031

投資その他の資産合計   4,467,341 6,217,629   6,205,488

固定資産合計   8,197,027 46.2 8,968,442 44.0  8,960,041 44.2

資産合計   17,756,324 100.0 20,390,742 100.0  20,265,639 100.0
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（単位：千円）

前中間連結会計期間末 

（平成17年 9月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年 9月30日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年 3月31日現在） 

    期別 

 

科目 

注記 

番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）   ％ ％  ％

Ⅰ.流動負債     

1.買掛金   733,350 604,812   660,825

2.未払法人税等   532,447 567,829   924,844

3.賞与引当金   93,064 100,674   82,334

4.返品調整引当金   27,043 28,471   26,686

5.その他   368,736 304,396   299,014

流動負債合計   1,754,642 9.9 1,606,185 7.9  1,993,705 9.8

Ⅱ.固定負債     

1.退職給付引当金   68,325 76,150   72,859

2.役員退職慰労引当金   124,786 133,473   128,130

3.その他   106,335 28,148   31,166

固定負債合計   299,447 1.7 237,771 1.1  232,156 1.2

負債合計   2,054,089 11.6 1,843,956 9.0  2,225,861 11.0

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   54,327 0.3 － －  51,951 0.2

     

（資本の部）     

Ⅰ.資本金   2,589,052 14.6 － －  2,589,052 12.8

Ⅱ.資本剰余金   2,718,862 15.3 － －  2,718,879 13.4

Ⅲ.利益剰余金   12,485,478 70.3 － －  13,775,051 68.0

Ⅳ.土地再評価差額金   △1,992,596 △11.2 － －  △957,116 △4.7

Ⅴ.その他有価証券評価差額金   28,269 0.1 － －  43,527 0.2

Ⅵ.自己株式   △181,158 △1.0 － －  △181,568 △0.9

資本合計   15,647,907 88.1 － －  17,987,826 88.8

負債、少数株主持分及び

資本合計  
  17,756,324 100.0 － －  20,265,639 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ.株主資本     

1.資本金   － － 2,589,052 12.7  － －

2.資本剰余金   － － 2,718,880 13.3  － －

3.利益剰余金   － － 14,284,912 70.1  － －

4.自己株式   － － △181,762 △0.9  － －

株主資本合計   － － 19,411,083 95.2  － －

Ⅱ.評価・換算差額等      

1.その他有価証券評価差

額金 
  － － 35,205 0.2  － －

2.繰延ヘッジ損益   － － △554 △0.0  － －

3.土地再評価差額金   － － △957,116 △4.7  － －

評価・換算差額等合計   － － △922,465 △4.5  － －

Ⅲ.少数株主持分   － － 58,167 0.3  － －

純資産合計   － － 18,546,785 91.0  － －

負債純資産合計    － － 20,390,742 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書 （単位：千円）

 
前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

    期別 

 

科目 

注記

番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

   ％ ％  ％

Ⅰ.売上高   5,451,161 100.0 5,477,930 100.0  10,785,889 100.0

Ⅱ.売上原価   2,606,711 47.8 2,508,158 45.8  5,144,399 47.7

売上総利益   2,844,449 52.2 2,969,771 54.2  5,641,489 52.3

Ⅲ.販売費及び一般管理費     

１．販売手数料  272,653 264,330  539,743 

２．運賃  132,720 122,632  240,384 

３．企画宣伝費 30,664 33,931  48,713 

４．役員報酬  35,979 35,229  71,958 

５．給与及び賞与 489,403 492,979  1,077,327 

６．賞与引当金繰入額 93,064 100,674  82,334 

７．退職給付費用 7,089 7,510  16,605 

８．役員退職慰労引当金繰入額  6,590 5,343  9,933 

９．福利厚生費  74,739 80,257  156,471 

10．旅費交通費 60,356 57,906  118,040 

11．通信費  13,620 11,184  25,141 

12．交際費 2,090 1,894  4,687 

13．支払手数料  61,362 62,729  132,484 

14．水道光熱費 11,466 9,735  22,291 

15．賃借料 192,169 170,511  384,800 

16．備品消耗品費  43,019 36,660  87,009 

17．租税公課  17,646 14,756  20,264 

18．事業税  13,832 14,610  32,968 

19．減価償却費 56,943 53,914  120,871 

20．修繕費 2,865 2,375  18,089 

21．保険料  6,060 5,441  10,775 

22．募集費  9,587 4,551  19,448 

23．その他 20,455 1,654,381 30.4 24,052 1,613,212 29.4 46,014 3,286,357 30.5

営業利益  1,190,067 21.8 1,356,559 24.8  2,355,131 21.8
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 （単位：千円）

 
前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

 
当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日 

    期別 

 

科目 

注記

番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

   ％ ％  ％

Ⅳ.営業外収益     

1.受取利息  31,014 64,594  75,995 

2.受取配当金  408 767  650 

3.受取手数料  13,799 12,106  23,658 

4.備品賃貸料  4,062 3,012  7,241 

5.その他の営業外収益  9,999 59,285 1.1 12,040 92,521 1.7 22,191 129,738 1.2

Ⅴ.営業外費用     

1.支払利息  － －  52 

2.債権売却損  － 212  603 

3.その他の営業外費用 ※1 1,223 1,223 0.0 8,110 8,323 0.2 4,805 5,461 0.0

経常利益   1,248,129 22.9 1,440,757 26.3  2,479,408 23.0

Ⅵ.特別利益     

1.固定資産売却益 ※2 － －  2,013,065 

2.貸倒引当金戻入益  2,560 2,560 0.1 5,619 5,619 0.1 5,756 2,018,822 18.7

Ⅶ.特別損失     

1.店舗退店等損失  25,391 20,392  36,427 

2.固定資産除却損 ※3 228 －  9,583 

3.減損損失 ※4 － 25,620 0.5 － 20,392 0.4 20,543 66,554 0.6

税金等調整前中間 

（当期）純利益 
  1,225,069 22.5 1,425,984 26.0  4,431,676 41.1

法人税、住民税及び事業税  526,658 567,870  1,440,300 

法人税等調整額  △22,176 504,481 9.3 20,392 588,263 10.7 △51,889 1,388,411 12.9

少数株主利益（控除）   6,821 0.1 6,215 0.1  4,445 0.0

中間（当期）純利益   713,766 13.1 831,506 15.2  3,038,819 28.2
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書           （単位：千円）

 

前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

  

期別 

 

 

科目 

注記

番号 

金額 金額 

（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

Ⅲ.資本剰余金中間期末（期末）残高  2,718,862  2,718,879

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ.利益剰余金期首残高  12,029,046  12,029,046

Ⅱ.利益剰余金増加高   

1.中間（当期）純利益  713,766 713,766 3,038,819 3,038,819

Ⅲ.利益剰余金減少高   

１．配当金  257,334 257,334 

2.土地再評価差額金取崩額  － 257,334 1,035,480 1,292,814

Ⅳ.利益剰余金中間期末（期末）残高  12,485,478  13,775,051
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）           （単位：千円）

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高 2,589,052 2,718,879 13,775,051 △181,568 18,901,415

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △321,645  △321,645

中間純利益 831,506  831,506

自己株式の取得 △255 △255

自己株式の処分 1 61 62

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 － 1 509,861 △194 509,667

平成18年9月30日 残高 2,589,052 2,718,880 14,284,912 △181,762 19,411,083

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

土地再評価

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日 残高 43,527 － △957,116 △913,588 51,951 18,039,778

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当   △321,645

中間純利益   831,506

自己株式の取得   △255

自己株式の処分   62

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
△8,321 △554 △8,876 6,215 △2,660

中間連結会計期間中の変動額合計 △8,321 △554 － △8,876 6,215 507,006

平成18年9月30日 残高 35,205 △554 △957,116 △922,465 58,167 18,546,785
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

 

前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

 

当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・フロー計算書
自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

 

      期別 

 

 

科目 

 
金額 金額 金額 

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間（当期）純利益 1,225,069 1,425,984 4,431,676 

減価償却費 70,745 55,006 140,363 

貸倒引当金の増減額(△は減少額) △3,156 △5,619 △7,486 

退職給付引当金の増減額(△は減少額) 3,836 3,290 8,371 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少額) 6,590 5,343 9,933 

賞与引当金の増減額(△は減少額) 18,444 18,340 7,714 

返品調整引当金の増減額(△は減少額) 5,864 1,784 5,508 

受取利息及び受取配当金 △31,423 △65,362 △76,646 

支払利息 － － 52 

固定資産売却益 － － △2,013,065 

店舗退店等損失 16,731 14,909 25,900 

固定資産除却損 228 － 9,583 

減損損失 － － 20,543 

売上債権の増減額(△は増加額) △116,407 △180,104 30,033 

たな卸資産の増減額(△は増加額) △3,019 6,788 60,735 

仕入債務の増減額(△は減少額) 78,352 △56,012 5,826 

未払金の増減額(△は減少額) 30,887 27,168 10,990 

その他 △14,201 △7,336 △64,528 

小計 1,288,541 1,244,180 2,605,504 

利息及び配当金の受取額 31,711 67,406 64,237 

利息の支払額 － － △52 

法人税等の支払額 △528,226 △883,718 △1,063,770 

営業活動によるキャッシュ・フロー 792,026 427,868 1,605,919 

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 △1,000,000 △900,040 △3,000,000 

定期預金の払戻による収入 － 2,500,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △81,299 △86,998 △174,571 

有形固定資産の売却による収入 － － 2,926,607 

投資有価証券の取得による支出 － △1,000,000 － 

保険積立金の積立による支出 △199,775 － △200,618 

差入敷金保証金の減少による収入 80,928 115,994 138,708 

差入敷金保証金の増加による支出 △6,594 △15,387 △23,018 

貸付金の回収による収入 13,324 10,139 29,843 

貸付けによる支出 △7,568 △8,803 △24,364 

その他 △5,430 △470 △11,819 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,206,415 614,434 △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 － 62 94 

自己株式の取得による支出 △1,210 △255 △1,696 

配当金の支払額 △256,635 △322,610 △257,116 

少数株主への配当金の支払額 △1,600 － △1,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー △259,445 △322,803 △260,319 

Ⅳ.現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少額） 

△673,834 719,498 1,006,367 

Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高 6,975,803 7,982,171 6,975,803 

Ⅵ.現金及び現金同等物の中間期末（期末） 

残高 
6,301,969 8,701,669 7,982,171 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

1. 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

㈱エルピーディ 

なお、非連結子会社及び関連子

会社はありません。 

同左 同左 

2. 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。 

同左 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 満期保有目的の債券 

――― 

満期保有目的の債券 

原価法 

満期保有目的の債券 

――― 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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） 

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 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

ロ デリバティブ 時価法 同左 同左 

ハ たな卸資産 商品    移動平均法による原価法 商品       同左 商品       同左 

 貯蔵品  最終仕入原価法 貯蔵品     同左 貯蔵品     同左 

(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 同左 同左 

 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   10～47 年 

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 

同左 

ロ 無形固定資産 

   （ソフトウエア） 

社内における利用可能期間（5 年）

に基づく定額法 

同左 同左 

ハ 長期前払費用 定額法 同左 同左 

(3)重要な引当金の計上基準    

イ 貸倒引当金 債権の貸倒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。 

同左 同左 

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中間

連結会計期間の負担額を計上して

おります。 

同左 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

会計年度の負担額を計上しておりま

す。 

ハ 返品調整引当金 当中間連結会計期間末後に予想さ

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。 

同左 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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項目 前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

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、当中間

連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上しておりま

す。 

同左 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、内規に基づく当中間連

結会計期間末要支給額を計上して

おります。 

同左 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、中間連結

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。 

同左 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。 

同左 同左 

(6)重要なヘッジ会計の方法 (イ) ヘッジ会計の方法 (イ) 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。 同左 同左 

 (ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象 (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 

ヘッジ手段･･･ 同左 ヘッジ手段･･･ 同左 

 ヘッジ対象･･･連結子会社の外貨建

予定仕入取引の一部 

ヘッジ対象･･･ 同左 ヘッジ対象･･･ 同左 

 (ハ) ヘッジ方針 (ハ) ヘッジ方針 (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。 

同左 同左 

(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。 

同左 同左 

(8)法人税等の会計処理 当中間連結会計期間に係る「法人

税、住民税及び事業税」及び「法人

税等調整額」は、当連結会計年度

において予定している利益処分に

よる特別償却準備金の取崩しを前

提として、当中間連結会計期間に

係る金額を計算しております。 

同左 ――― 

4. 中間連結キャッシュ・フロー

計算書（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、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。 

同左 同左 
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中間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 
前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、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。これによる損益に与える影響は

ありません。 

――― （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

益は 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。 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」 （企業会計

基準第 5号 平成 17 年 12 月 9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」 （企業会計基準適用指針

第 8 号 平成 17 年 12 月 9 日）を適用しており

ます。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

18,489,172 千円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連

結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。 

――― 

 

 

表示方法の変更 
前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末において、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、当中間連

結会計期間末から区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間

末における「役員保険積立金」の金額は、11,503 千円であります。 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末において、投資その他の資産の「その他」に含

めておりました「投資有価証券」は、重要性が増したため、当中間連結

会計期間末から区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間末

における「投資有価証券」の金額は、85,519 千円であります。 
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成 17 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

（平成 18 年 3 月 31 日） 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額  
896,893千円  

 
431,252千円 

 
437,284千円 

 
2.受取手形割引高 14,723千円  

2.          ――― 
 
2.受取手形割引高 6,500千円 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

※1.          ――― ※1.その他の営業外費用の主な内訳は、臨時

雇用者に係る過年度社会保険料4,947千

円であります。 

※1.          ――― 

※2.          ――― ※2.          ――― ※2.固定資産売却益は、賃貸用不動産（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。 

※3.固定資産除却損の内容は次のとおりで

す。 

※3.          ――― ※3.固定資産除却損の内容は次のとおりで

す。 
 

有形固定資産 

その他 
228千円 

 

 
 

建物及び構築物 825千円

有形固定資産 

その他 
8,757千円

計 9,583千円
 

※4.          ――― ※4.          ――― ※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。 

 翌連結会計年度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、回収可能額は使用価値によって

おりますが、いずれも翌連結会計年度に

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。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
 
当中間連結会計期間（自平成 18 年 4 月 1日 至平成 18 年 9月 30 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 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末

株式数（株） 

発行済株式数     

普通株式 12,984,233 － － 12,984,233 

合計 12,984,233 － － 12,984,233 

自己株式     

普通株式（注） 118,418 160 40 118,538 

合計 118,418 160 40 118,538 

（注） 普通株式の自己株式の増加160株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少40株は、単元未満株式の買増しによ
る減少であります。 

 
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 
1株当たりの

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 18 年 6 月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 321,645千円 25 円 平成 18 年 3 月 31 日 平成 18 年 6 月 29 日

 
 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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 

 
現金及び預金勘定 7,301,969千円 

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金 
△1,000,000千円 

現金及び現金同等物 6,301,969千円 
 

 
現金及び預金勘定 9,101,709千円

預入期間が3ヶ月を超え

る定期預金 
△400,040 千円

現金及び現金同等物 8,701,669千円
 

 
現金及び預金勘定 9,182,171千円

預入期間が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 7,982,171千円
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

前連結会計年度 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日 

 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 

 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 

 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、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

1.リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

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 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

建物及び構

築物 
5,124 3,501 1,622 

有形固定資

産その他 
53,492 18,267 35,224 

ソフトウェア 171,611 93,241 78,370 

合計 230,227 115,010 115,217 
 

 

 

取得価

額相当

額 

(千円)

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

中間期

末残高

相当額

(千円)

有形固定資

産その他 
59,690 30,411 29,278

ソフトウェア 171,611 127,563 44,047

合計 236,425 163,099 73,326
 

 

 

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円)

建物及び構

築物 
5,124 5,038 85

有形固定資

産その他 
59,690 24,236 35,453

ソフトウェア 171,611 110,402 61,209

合計 236,425 139,677 96,748
 

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期

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 （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。 

2.未経過リース料中間期末残高相当額等 2.未経過リース料中間期末残高相当額等 2.未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 46,458 千円 

１年超 68,759千円 

合計 115,217千円 
 

 
１年内 36,278千円

１年超 37,047千円

合計 73,326千円
 

 
１年内 44,335千円

１年超 52,412千円

合計 96,748千円
 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占め

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 （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。 

3.支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失 

3.支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失 

3.支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失 
 

支払リース料 23,229千円 

減価償却費相当額 23,229千円 
 

 
支払リース料 23,421千円

減価償却費相当額 23,421千円
 

 
支払リース料 46,871千円

減価償却費相当額 46,871千円
 

4.減価償却費相当額の算定方法 4.減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

(減損損失について) (減損損失について) (減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 
 
前中間連結会計期間末（平成 17 年 9 月 30 日） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 37,848 85,519 47,671 

合計 37,848 85,519 47,671 

 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年 9 月 30 日） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 37,848 97,217 59,368 

合計 37,848 97,217 59,368 

 

2.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

満期保有目的の債券  

非上場外国債券 1,000,000 

 

 

前連結会計年度末（平成 18 年 3月 31 日） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 37,848 111,250 73,402 

合計 37,848 111,250 73,402 

 

 

（デリバティブ取引関係） 
 
前中間連結会計期間末（平成 17年 9月 30日）、当中間連結会計期間末（平成 18年 9月 30日）及び前連結会計年
度末（平成 18 年 3 月 31 日） 
 
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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（セグメント情報） 
 
【事業の種類別セグメント情報】 
 
前中間連結会計期間（自平成 17 年 4月１日 至平成 17 年 9 月 30 日） 

 

靴製品等卸・小

売事業 

（千円） 

不動産賃貸事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 5,370,942 80,218 5,451,161 － 5,451,161

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 5,370,942 80,218 5,451,161 － 5,451,161

営業費用 4,233,562 27,530 4,261,093 － 4,261,093

営業利益 1,137,380 52,687 1,190,067 － 1,190,067

 （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・小売事業 婦人靴、紳士靴等 
(2) 不動産賃貸事業 貸ビル、駐車場賃貸、その他 

 

 

当中間連結会計期間（自平成 18 年 4月１日 至平成 18 年 9 月 30 日） 
 
当社グループは、靴製品等卸・小売事業のほか、不動産賃貸事業を行っておりますが、前連結会計年度において賃貸用不動

産設備の一部を売却し、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める重要性がなくなったため、当中間連
結会計期間より、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

 

 

前連結会計年度（自平成 17 年 4月１日 至平成 18 年 3月 31 日） 

 

靴製品等卸・小

売事業 

（千円） 

不動産賃貸事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

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 10,654,921 130,967 10,785,889 － 10,785,889

営業費用 8,394,741 36,016 8,430,757 － 8,430,757

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

 （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・小売事業 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 

 

 

【所在地別セグメント情報】 
 前中間連結会計期間（自平成17年 4月 1日 至平成 17年 9月 30日）、当中間連結会計期間（自平成18年 4月 1日 至平成
18 年 9 月 30 日）及び前連結会計年度（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。 
 

 

【海外売上高】 
 前中間連結会計期間（自平成 17年 4月 1日 至平成 17年 9月 30日）、当中間連結会計期間（自平成 18年 4月 1日 至平成
18年 9月 30日）及び前連結会計年度（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。 
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