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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年4月１日～平成20年3月31日）

(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 ％

20年３月期 9,921 △5.5 1,943 △22.5 2,152 △20.3 1,236 △20.8

19年３月期 10,502 △2.6 2,508 6.5 2,701 9.0 1,560 △48.6

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 ％ ％ ％

20年３月期 96 07 － － 6.3 10.1 19.6

19年３月期 121 33 － － 8.4 13.1 23.9

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

20年３月期 21,707 20,127 92.3 1,557 79

19年３月期 20,938 19,278 91.8 1,493 71

（参考）自己資本 20年３月期 20,040百万円 19年３月期 19,217百万円

(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

20年３月期 1,216 87 △387 10,747

19年３月期 1,398 773 △323 9,831

２．配当の状況

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） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 －  30 00 30 00 385 24.7 2.1
20年３月期 －  35 00 35 00 450 36.4 2.3
21年３月期
（予想） －  30 00 30 00 － 39.0 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31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 4,600 △10.6 820 △26.5 870 △29.0 500 △29.4 38 87

通期 9,400 △5.3 1,610 △17.1 1,730 △19.6 990 △19.9 76 95
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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）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17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の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 12,984,233株 19年３月期 12,984,233株

②　期末自己株式数 20年３月期 119,338株 19年３月期 118,808株

（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、30ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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 ％

20年３月期 8,732 △8.1 1,720 △28.8 1,930 △25.9 1,137 △25.2

19年３月期 9,502 △3.5 2,416 4.1 2,606 6.4 1,521 △49.7

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

20年３月期 88 45 －  

19年３月期 118 27 －  

(2）個別財政状態

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

20年３月期 21,186 19,711 93.0 1,532 20

19年３月期 20,570 18,985 92.3 1,475 73

（参考）自己資本 20年３月期 19,711百万円 19年３月期 18,985百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31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）

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2四半期累計期間 4,000 △12.1 750 △26.4 800 △29.3 470 △29.7 36 53

通期 8,200 △6.1 1,450 △15.7 1,570 △18.7 920 △19.2 71 51

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度における我が国経済は、これまで景気を牽引してきた企業収益に対して、米国経済の失速、株式や

為替の変動の影響が懸念されるなど、先行きに不透明感が増しております。一方、個人消費につきましては、原油・

原材料の高騰や物価の上昇などの影響から伸び悩んでおり、いまだ本格回復には至っておりません。

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顕著となり、従来以上のマーチャンダイジ

ング力、商品企画力、販売力の強化が求められ、さらなる業務精度の向上が必須となっています。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の輸入による低価格品の増加、同時に海外有力ブランドの進出、郊外型

商業施設の新規展開など、商品を購入する場・機会の拡がりを中心に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、一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」が堅調に推移しており、当連結会計年度は新規に5店を出店するこ

とができました。今後さらに商品の充実と新規店舗の展開を進めてまいります。

　しかしながら、一方で既存店におきましては、前連結会計年度比9.1%の大幅な減収となったため、当連結会計年度

の新規店・既存店を合わせた売上高は、前連結会計年度に比べて5.5％減の99億21百万円となりました。

全体の店舗数は、178店で、ブランド別内訳は卑弥呼44店、elegance卑弥呼45店、WANONANO37店、Camui30店、ミッ

クスブランド(「Queen's卑弥呼」を含む)22店となりました。前連結会計年度末の172店に対して、13店の新規出店と

7店の撤退を行い、6店の純増となっております。

ブランド別の売上高は、下表のとおりです。

 内訳 前連結会計期間 当連結会計期間 前年同期比 

百万円 百万円 ％

 卑弥呼ブランド 2,964 2,630 △11.3

 elegance卑弥呼ブランド 2,532 2,352 △7.1

 WANONANOブランド 1,820 1,768 △2.9

 Camuiブランド 2,127 1,903 △10.6

 連結子会社他 1,056 1,267 19.9

 合計 10,502 9,921 △5.5

利益面につきましては、販売不振にともなう値引売上の増加等により、売上総利益率が52.9％と前連結会計年度比

1.4ポイント低下いたしました。

減収および売上総利益率の低下により、営業利益は前連結会計年度比22.5％減の19億43百万円、経常利益は前連結

会計年度比20.3％減の21億52百万円となりました。税金等を差し引いた当期純利益につきましては12億36百万円となっ

ております。

②次期の見通し

我が国経済は、物価の上昇や個人所得の伸び悩みなどの影響から後退局面に入る可能性もあると懸念されており、

市場環境は依然厳しい状況が続くと考えられます。

このような環境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）業態のメリットを生か

し、売場からの鮮度の有る情報を吸い上げ、変化に機敏に対応して行く所存であります。

ブランド別では、健康とファッションの同時追求を目指すブランドCamuiに引き続き注力し、足の保護と、履き

心地を追求しつつ「夢・感動・健康」をお客様へ提供してまいります。 

 また、堅調な推移を見せておりますモデルサイズ（大きなサイズ専門）ショップ「Queen's卑弥呼」について、商

品の充実と新規店舗展開を進めてまいります。

売上高は、市況の悪化から94億円(前連結会計年度比5.3%減)を見込んでいます。営業利益は、売上減および原材料

価格の高騰の影響を受けると見込み、16億10百万円(前連結会計年度比17.1%減)としています。また、営業外収益の7

割を占める長期性預金の金利収入が、為替変動型（円高の場合、利回りが低くなる）であるため、経常利益は17億30

百万円(前連結会計年度比19.6%減)を見込み、当期純利益は9億90百万円(前連結会計年度比19.9%減)をそれぞれ見込ん

でいます。
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(2）財政状態に関する分析

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1,216百万円、

投資活動による資金の増加87百万円、財務活動による使用資金387百万円により、前連結会計年度末に比べ916百万

円増加し、当連結会計年度末には、10,747百万円となりました。

 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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果得られた資金は1,216百万円（前連結会計年度比181百万円減）となりました。これは、税金等調

整前当期純利益2,149百万円及び法人税等の支払額1,052百万円等によるものであります。

 (投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果得られた資金は87百万円（前連結会計年度比686百万円減）となりました。これは、定期預金の

払戻による収入300百万円及び投資有価証券の取得による支出117百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果使用した資金は387百万円であり、これは、配当金の支払額等によるものであります。

 キャッシュ・フロー指標の推移

  平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 

自己資本比率（％） 88.9 88.9 91.8 92.3

時価ベースの自己資本比率（％） 140.2 111.7 113.8 68.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（％）

－ － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍）

20,200.3 30,616.4 － －

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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、上記の計算式により算出しております。

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

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として

おります。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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。

このような基本方針に沿って、当期の配当金は1株につき普通配当35円とさせて頂く予定です。次期に関しましては、

1株あたり普通配当30円を予想しております。

当資料の記載内容のうち、将来に関する見通し及び計画に基づいた将来予測には、リスクや不確定な

要素などが含まれており、実際の成果や業績などは、記載の見通しとは異なる可能性があります。

(4）事業等のリスク

当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社グループが判断したもので

あります。

①　売上高状況

当社グループの商品は、国内の百貨店等小売店への販売および顧客への直接販売を行っている為、国内の景気

後退による個人消費の低迷の影響を受けて、当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。また、当社の商品は日本の季節の移り変わりに対応したマーチャンダイジングを行うことで、消費者の嗜

好にあった商品の提供を行っておりますが、冷夏暖冬などの天候不順、台風などの気象条件により、当社グルー

プの売上が影響を受ける可能性があります。

②　新商品開発力

当社グループは今後とも継続して魅力ある商品を開発できるものと考えておりますが、当社グループが属する

業界は、消費者の嗜好の変化やさまざまな要因から、商品のトレンドが急速に変化する可能性があります。新商

品の開発は、これら消費者の嗜好の変化やトレンドを予測して行っておりますが、当社グループが市場からの支

持を得られる新商品を正確に予想出来るとは限らず、またこれらの商品の販売が成功する保証はありません。

新たに開発した商品または技術が、独自の知的財産権として保護される保証がないとともに、技術の急速な進

歩により、当社グループの商品が消費者の支持を得られない可能性があります。

上記のリスクをはじめとして、当社グループが属する業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある商品を

開発できない場合には、将来の成長と収益性を低下させ、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　価格競争

当社グループは、当社グループが属している市場と地域市場において、競争の激化に直面していると予想され

ます。競合先には専業メーカーと他業界(アパレル等)からの参入企業があり、その一部は当社グループよりも多

大な開発、製造、販売の資源を有しております。既存競合先間の提携または新しい競合先が台頭し、市場での大

きなシェアを急速に獲得する可能性があります。当社グループは高品質で高付加価値商品を市場に提案する国内

でのリーディングカンパニーの一社であると考える一方で、将来においても当社が市場での優位性を維持できる

保証はありません。価格面での圧力または競業先との競争激化による顧客離れは、当社グループの業績と財務状

況に悪影響を及ぼす可能性があります。

④　為替レートの変動

当社グループの商品の一部は海外で生産されておりますが、生産を行う地域の通貨の上昇によって製造と調達

のコストを押し上げる可能性があります。

当社グループは通貨ヘッジ取引を行い為替レートの短期的な変動による悪影響を最小限度に止める努力をして

おりますが、中期的な通貨変動により、計画された調達、製造、流通および販売活動を確実に実行できない場合

があるため、為替レートの変動は当社グループの業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤　外的要因

当社グループは商品の一部を海外において委託生産を行っていますが、これらの海外の生産地に於ける地震、

風災害など不測の自然災害、また戦争やテロなどカントリーリスクの顕在化により海外生産が円滑に行えない可

能性や、商品の円滑な流通が出来ないことにより、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。
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⑥　商品の欠陥

当社グループは、業界標準より厳しい独自の品質基準書に基づいて、商品の委託生産をしております。しかし

全ての商品について欠陥が無く、将来にリコールが発生しないという保証はありません。また、製造物責任賠償

については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証は

ありません。さらに引き続き当社グループがこのような保険が認容する条件で加入できるとは限りません。大規

模なリコールや製造物責任賠償につながるような商品の欠陥は、多額の費用発生や当社グループの評価に重要な

影響を与え、それにより売上が低下し、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦　他社との提携等の成否

当社グループは商品開発の一環として、経営資源を最適化し、技術の集約による相乗効果を利用するために、

コラボレーション、技術提携の形で他社と共同で活動を行っております。又、今後も前向きに活用する予定であ

ります。しかし、経営、財務またはその他の理由により当事者間で不一致が生じた場合、効果的な開発による結

果を享受できず、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧　災害や停電等による影響

当社グループの商品生産委託先は、国、地域を含めて分散しております。また、当社グループが生産を委託し

ている工場は、製造ラインの中断による潜在的なマイナス影響を最小化するため、機械設備の災害防止検査、点

検保守を行っていますが、生産施設で発生する災害、停電またはその他の中断事象による影響を完全に防止また

は軽減できる保証はありません。国内はもちろん世界各地での大規模な地震やその他の操業を中断する事象が発

生した場合、商品供給が著しく低下する可能性があります。

⑨　顧客情報の流出

当社グループの商品は、国内の百貨店等小売店への販売および顧客への直接販売を行っている為、顧客の個人

情報を保有、処理しております。これらの個人情報の取り扱いおよび管理については、社内管理体制を整備し、

厳重に行っておりますが、犯罪等により外部に漏洩した場合、顧客個人に支払う損害賠償による費用の発生や、

当社グループの社会的信用の失墜による売上高の減少が考えられ、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及

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

靴製品等

卸・小売

事業

 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 ㈱エルピーディは、当社及び卸・小売

業者を対象に靴の開発・輸入および卸

売を行っております。
 卸売事業  同上

当社

㈱エルピーディ

 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。

 

 

㈱
エ
ル
ピ
ー
デ
ィ
（
子
会
社
）

 

（
企

 

画
・
開

 

発
・

卸
）

 
㈱
卑
弥
呼
（
当
社
） 

（
企 

画
・
開 

発
・
卸
・
小 

売
） 

当 

社 

（
不 

動 

産 

賃 

貸) 

製品 

小売 
消 費 者 

製品 

卸売 
小売業者 

製品 

卸売 
卸・小売業者 

製品 

卸売 

納品 

製品の企画・発注 

国内・海外製造業者 

海外製造業者 

製品の企画・発注 

納品 
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３．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行き

たいと考えております。

(2）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。よって、当社の経営効率を計る経営

指標としては、売上高営業利益率を重要な指標と考えております。

(3）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、百貨店・駅ビル・ファッションビルなどチャネル特性をふまえた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。

(4）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いたしましては、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向

上し続けるためには、企画・ＭＤの精度を向上するべく、ＰＤＣＡサイクルを的確、かつすばやく回す改善を継続

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より魅力的な売場において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、品質が不安定になったり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。

③　販売チャネル毎の顧客の購買動機に対処した業態、ブランドの開発の推進にも取り組んで参ります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

内部管理体制の整備・運用状況は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本

的考え方及びその整備状況」において記載しております。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

該当する事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ．流動資産         

１．現金及び預金   10,131,098   10,747,389   

２．受取手形及び売掛金   1,192,515   950,591   

３．たな卸資産   382,001   589,368   

４．繰延税金資産   112,712   116,628   

５．その他   115,131   110,782   

貸倒引当金   △3,498   △2,164   

流動資産合計   11,929,961 57.0  12,512,596 57.6 582,634

Ⅱ．固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  568,623   634,997    

減価償却累計額  240,502 328,120  275,498 359,499   

(2）機械装置及び運搬具  45,066   45,210    

減価償却累計額  28,184 16,882  32,845 12,364   

(3）工具器具備品  297,394   362,144    

減価償却累計額  185,584 111,809  239,211 122,932   

(4）土地 ※２  1,099,220   1,099,220   

有形固定資産合計   1,556,033 7.4  1,594,018 7.4 37,984

２．無形固定資産         

(1）借地権   1,146,966   1,146,966   

(2）その他   18,797   10,563   

無形固定資産合計   1,165,764 5.6  1,157,530 5.3 △8,234

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,126,786   1,202,886   

(2）長期性預金   3,700,000   3,700,000   

(3）長期貸付金   2,160   2,260   

(4）繰延税金資産   118,223   140,079   

(5）差入敷金保証金   867,181   903,328   

(6）役員保険積立金   433,426   433,426   

(7) その他   56,085   73,978   

貸倒引当金   △16,818   △12,726   

投資その他の資産合計   6,287,045 30.0  6,443,234 29.7 156,189

固定資産合計   9,008,842 43.0  9,194,782 42.4 185,940

資産合計   20,938,804 100.0  21,707,379 100.0 768,574
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  前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ．流動負債         

１．買掛金   475,352   463,051   

２．未払金   237,582   370,560   

３．未払法人税等   532,222   359,362   

４．賞与引当金   83,174   78,433   

５．返品調整引当金   22,330   19,451   

６．その他   65,509   28,923   

流動負債合計   1,416,172 6.7  1,319,782 6.1 △96,389

Ⅱ．固定負債         

１．退職給付引当金   82,838   99,315   

２．役員退職慰労引当金   136,950   138,533   

３．その他   24,176   22,640   

固定負債合計   243,964 1.2  260,489 1.2 16,524

負債合計   1,660,137 7.9  1,580,271 7.3 △79,865
         
（純資産の部）         

Ⅰ．株主資本         

１．資本金   2,589,052 12.4  2,589,052 11.9  

２．資本剰余金   2,718,880 13.0  2,718,880 12.5  

３．利益剰余金   15,014,399 71.7  15,864,444 73.1  

４．自己株式   △182,204 △0.9  △183,097 △0.8  

株主資本合計   20,140,128 96.2  20,989,280 96.7 849,152

Ⅱ．評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差

額金
  34,058 0.2  8,628 0.0  

２．繰延ヘッジ損益   112 0.0  － －  

３．土地再評価差額金 ※２  △957,116 △4.6  △957,116 △4.4  

評価・換算差額等合計   △922,946 △4.4  △948,488 △4.4 △25,541

Ⅲ．少数株主持分   61,485 0.3  86,315 0.4 24,829

純資産合計   19,278,667 92.1  20,127,107 92.7 848,439

負債純資産合計   20,938,804 100.0  21,707,379 100.0 768,574
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ．売上高   10,502,255 100.0  9,921,742 100.0 △580,513

Ⅱ．売上原価   4,804,534 45.7  4,677,428 47.1 △127,106

売上総利益   5,697,721 54.3  5,244,313 52.9 △453,407

Ⅲ．販売費及び一般管理費         

１．販売手数料  538,929   458,446    

２．運賃  235,656   245,887    

３．企画宣伝費  55,037   53,110    

４．役員報酬  69,208   108,750    

５．給与及び賞与  1,073,155   1,127,927    

６．賞与引当金繰入額  83,174   78,433    

７．退職給付費用  18,909   24,732    

８．役員退職慰労引当金繰

入額
 8,820   9,383    

９．福利厚生費  166,416   195,170    

10．旅費交通費  111,243   113,323    

11．通信費  20,729   18,728    

12．交際費  4,072   4,898    

13．支払手数料  128,937   154,579    

14．水道光熱費  18,852   19,262    

15．賃借料  344,412   344,311    

16．備品消耗品費  77,850   91,054    

17．租税公課  15,907   16,770    

18．減価償却費  111,820   130,010    

19．修繕費  4,203   2,045    

20．保険料  7,945   4,817    

21．募集費  18,625   27,489    

22. 事業税  28,800   26,269    

23．その他  46,692 3,189,403 30.4 45,667 3,301,071 33.3 111,668

営業利益   2,508,318 23.9  1,943,242 19.6 △565,075

Ⅳ．営業外収益         

１．受取利息  136,727   150,562    

２．受取配当金  1,113   2,524    

３．受取手数料  21,677   29,503    

４．備品賃貸料  5,816   4,788    

５．為替差益  625   1,801    

６．その他の営業外収益  38,028 203,988 1.9 23,351 212,532 2.1 8,543

Ⅴ．営業外費用         

１．債権売却損  439   522    

２．その他の営業外費用  ※ 10,294 10,734 0.1 2,331 2,853 0.0 △7,880

経常利益   2,701,572 25.7  2,152,921 21.7 △548,651
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ．特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  5,956 5,956 0.1 5,426 5,426 0.1 △529

Ⅶ．特別損失         

１．店舗退店等損失  26,674 26,674 0.3 8,944 8,944 0.1 △17,730

税金等調整前当期純利

益
  2,680,854 25.5  2,149,403 21.7 △531,450

法人税、住民税及び事

業税
 1,078,194   895,207    

法人税等調整額  32,132 1,110,326 10.5 △8,241 886,966 8.9 △223,360

少数株主利益（控除）   9,533 0.1  26,429 0.3 16,896

当期純利益   1,560,993 14.9  1,236,007 12.5 △324,986
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
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（千円） 2,589,052 2,718,879 13,775,051 △181,568 18,901,415

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △321,645  △321,645

当期純利益   1,560,993  1,560,993

自己株式の取得    △698 △698

自己株式の処分  1  61 62

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ 1 1,239,348 △636 1,238,712

平成19年３月31日　残高（千円） 2,589,052 2,718,880 15,014,399 △182,204 20,140,128

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

平成18年３月31日　残高（千円） 43,527  △957,116 △913,588 51,951 18,039,778

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注）      △321,645

当期純利益      1,560,993

自己株式の取得      △698

自己株式の処分      62

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△9,469 112  △9,357 9,533 176

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△9,469 112 － △9,357 9,533 1,238,889

平成19年３月31日　残高（千円） 34,058 112 △957,116 △922,946 61,485 19,278,667

 （注）平成18年6月29日定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
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19年３月31日　残高（千円） 2,589,052 2,718,880 15,014,399 △182,204 20,140,128

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △385,962  △385,962

当期純利益   1,236,007  1,236,007

自己株式の取得    △892 △892

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 850,044 △892 849,152

平成20年３月31日　残高（千円） 2,589,052 2,718,880 15,864,444 △183,097 20,989,280

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

平成19年３月31日　残高（千円） 34,058 112 △957,116 △922,946 61,485 19,278,667

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当      △385,962

当期純利益      1,236,007

自己株式の取得      △892

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△25,429 △112  △25,541 24,829 △712

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△25,429 △112 － △25,541 24,829 848,439

平成20年３月31日　残高（千円） 8,628 － △957,116 △948,488 86,315 20,127,107
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

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  2,680,854 2,149,403

減価償却費  114,220 132,539

貸倒引当金の増減額（△は減少額）  △5,956 △5,426

退職給付引当金の増減額（△は減少額）  9,978 16,477

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少
額）

 8,820 1,583

賞与引当金の増減額（△は減少額）  840 △4,741

返品調整引当金の増減額（△は減少額）  △4,356 △2,879

受取利息及び受取配当金  △137,841 △153,087

店舗退店等損失  20,791 6,428

売上債権の増減額（△は増加額）  201,780 241,924

たな卸資産の増減額（△は増加額）  △28,935 △207,367

仕入債務の増減額（△は減少額）  △185,472 △12,301

未払金の増減額（△は減少額）  17,561 16,138

その他  11,437 △64,373

小計  2,703,724 2,114,318

利息及び配当金の受取額  138,626 154,407

法人税等の支払額  △1,443,825 △1,052,022

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,398,525 1,216,703
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

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  △1,600,040 －

定期預金の払戻による収入  3,300,040 300,000

有形固定資産の取得による支出  △114,104 △44,594

投資有価証券の取得による支出  △1,031,504 △117,135

差入敷金保証金の減少による収入  277,788 6,703

差入敷金保証金の増加による支出  △26,884 △29,915

貸付金の回収による収入  11,811 3,184

貸付けによる支出  △8,803 △2,500

その他  △34,422 △28,320

投資活動によるキャッシュ・フロー  773,882 87,421

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 －

自己株式の取得による支出  △698 △892

配当金の支払額  △322,843 △385,341

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  △323,479 △387,834

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）  1,848,927 916,290

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  7,982,171 9,831,098

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 ※ 9,831,098 10,747,389

    

㈱卑弥呼（9892）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 16 －



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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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会社はあり

ません。

連結子会社の数　　　　　　　　　 1社

同左

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。

同左

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

原価法

満期保有目的の債券

　　　　　　　 同左

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

同左

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

ロ　たな卸資産 商品　　　移動平均法による原価法 商品　　　　　　 同左

 貯蔵品　　最終仕入原価法 貯蔵品　　　　　 同左

ハ　デリバティブ 時価法 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

　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。

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 建物及び構築物　　　　　　10～39年

  (会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年４月1日以降に取得した有形固定資産

については、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。

　この変更による損益に与える影響は軽

微であります。

（追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、平成19年3月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の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
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

おります。

　この変更による損益に与える影響は軽

微であります。

   

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

同左

 

ハ　長期前払費用 定額法 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。

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連結会計年度の負

担額を計上しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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。

同左

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。

同左

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。

同左

(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。

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。

同左

(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。

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

 (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

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…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

ヘッジ対象…　同左

 (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。

(ハ）ヘッジ方針

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

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。

同左

５．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
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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の変更

前連結会計年度
（自 平成18年4月1日　至 平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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、

19,217,070千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の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

前連結会計年度
（自 平成18年4月1日　至 平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日）

（連結損益計算書関係）

　売上高の表示については、従来「商品売上高」、「賃貸

収入」に区分しておりましたが、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、「賃貸収入」の金額の

重要性がなくなったため、当連結会計年度より「売上高」

として一括表示しております。また、対応する売上原価も

「売上原価」として一括表示することといたしました。

　なお、当連結会計年度の商品売上高および商品売上原価

はそれぞれ10,459,655千円、4,801,981千円であり、賃貸

収入および賃貸費用はそれぞれ42,600千円、2,553千円で

あります。

 　　　　　　　――――――――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．受取手形割引高　　　　　　　　　　 2,500千円 １．　　　　　　　――――――　　　      

  

※２．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純資産の部に計上しております。

※２．　　　　同左

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

再評価の方法

　　　同左　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

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

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

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）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※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。

※                 ――――――
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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18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

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 118,418 430 40 118,808

合計 118,418 430 40 118,808

 （注）自己株式の数の増加430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、単元未満株式の売渡しによ

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

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 25 平成18年3月31日 平成18年6月30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
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 385,962 利益剰余金 30 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

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 118,808 530 － 119,338

合計 118,808 530 － 119,338

 （注）自己株式の数の増加530株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 385,962 30 平成19年3月31日 平成19年6月29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
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月27日

定時株主総会(予定)
普通株式 450,271 利益剰余金 35 平成20年3月31日 平成20年6月30日

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※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 10,131,098千円

預金期間が3ヶ月を超える定期

預金
△300,000千円

現金及び現金同等物 9,831,098千円

現金及び預金勘定 10,747,389千円

預金期間が3ヶ月を超える定期

預金
－千円

現金及び現金同等物 10,747,389千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 59,690 36,265 23,424

ソフトウェア 171,611 142,623 28,988

合計 231,301 178,888 52,412

 
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）

工具器具備品 84,756 35,280 49,476

ソフトウェア 147,506 96,715 50,790

合計 232,262 131,995 100,266

　（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。

　（注）　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 24,674千円

１年超 27,737千円

合計 52,412千円

１年内   26,845千円

１年超   73,421千円

合計  100,266千円

　（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。

　（注）　　　　　　　 同左

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 39,171千円

減価償却費相当額 39,171千円

支払リース料       25,790千円

減価償却費相当額       25,790千円

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

（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。

（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。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 67,312 124,985 57,673 27,386 49,035 21,649

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 67,312 124,985 57,673 27,386 49,035 21,649

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 2,040 1,800 △239 160,949 153,850 △7,098

(2) 債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 2,040 1,800 △239 160,949 153,850 △7,098

合計 69,352 126,786 57,433 188,335 202,886 14,550

　（注）　連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30％超下落した場合に、減損処理を行っております。なお、前

連結会計年度及び当連結会計年度において減損処理を実施した株式はありません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 
前連結会計年度（平成19年3月31日） 当連結会計年度（平成20年3月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 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 1,000,000

３．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連結決算日後における償還予定額

区分

前連結会計年度（平成19年3月31日） 当連結会計年度（平成20年3月31日）

1年以内

（千円）

1年超5年以

内

（千円）

5年超10年以

内

（千円）

10年超

（千円）

1年以内

（千円）

1年超5年以

内

（千円）

5年超10年以

内

（千円）

10年超

（千円）

満期保有目的の債券         

非上場外国債券 　　　― 　　　― 　　　― 1,000,000 ― ― ― 1,000,000

合計 　　　― 　　　― 　　　― 1,000,000 ― ― ― 1,000,000

㈱卑弥呼（9892）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 25 －



（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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。

(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。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、外貨建金銭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。

(3）取引の利用目的

同左

(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。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(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。

(5）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19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。

当連結会計年度（平成20年３月31日）

　デリバティブ取引として為替予約を利用しておりますが、当連結会計年度には残高はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 82,838千円

退職給付引当金 82,838千円

退職給付債務       99,315千円

退職給付引当金       99,315千円

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳

勤務費用 18,909千円 勤務費用       24,732千円
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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18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 該当事項はありません。

 

（企 業 結 合 等）　

該当事項はありません。　
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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

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   

流動　未払事業税 42,131千円

返品調整引当金 9,088千円

賞与引当金 33,852千円

棚卸資産評価損 12,436千円

その他 15,280千円

流動計 112,789千円

固定　有価証券評価損 17,546千円

貸倒引当金 6,844千円

退職給付引当金 33,628千円

役員退職慰労引当金 55,738千円

会員権評価損 12,427千円

投資有価証券評価損 14,810千円

その他 7,523千円

評価性引当額 △4,477千円

固定計 144,043千円

繰延税金資産計 256,833千円

繰延税金負債   

流動　繰延ヘッジ損益 △76千円

流動計 △76千円

固定　特別償却準備金 △2,444千円

その他有価証券評価差額

金
△23,375千円

固定計 △25,819千円

繰延税金負債計 △25,896千円

繰延税金資産の純額 230,936千円

繰延税金資産   

流動　未払事業税 31,995千円

返品調整引当金 7,916千円

賞与引当金 31,922千円

棚卸資産評価損 24,145千円

その他 20,648千円

流動計 116,628千円

固定　有価証券評価損 17,546千円

貸倒引当金 5,179千円

退職給付引当金 40,379千円

役員退職慰労引当金 56,383千円

会員権評価損 12,427千円

投資有価証券評価損 14,810千円

その他 5,419千円

評価性引当額 △4,884千円

固定計 147,261千円

繰延税金資産計 263,890千円

繰延税金負債   

固定　特別償却準備金 △1,260千円

その他有価証券評価差額

金
△5,921千円

固定計 △7,182千円

繰延税金負債計 △7,182千円

繰延税金資産の純額 256,708千円

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

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

　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内訳の注記は

省略しております。

　　　　　　同左

３．土地再評価に係る繰延税金資産 ３．土地再評価に係る繰延税金資産

土地再評価に係る繰延税金資産 389,546千円

評価性引当額 △389,546千円

土地再評価に係る繰延税金資産 －千円

土地再評価に係る繰延税金資産 389,546千円

評価性引当額 △389,546千円

土地再評価に係る繰延税金資産 －千円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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および営業利益の合計額に占める重要性

がなくなったため、当連結会計年度より、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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　靴製品等卸・小売事業の売上高、営業利益および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益お

よび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

報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　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、該当する事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

同上

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高がないため、該当する事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

同上
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（関連当事者情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。

(追加情報)

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計

基準」(企業会計基準第11号　平成18年10月17日)及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日)を早期適用

しております。                      

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,493円71銭

１株当たり当期純利益 121円33銭

１株当たり純資産額     1,557円79銭

１株当たり当期純利益    96円07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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 1,560,993 1,236,007

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） 1,560,993 1,236,007

期中平均株式数（株） 12,865,632 12,865,053

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。 同左
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ．流動資産         

１．現金及び預金   9,971,804   10,446,724   

２．受取手形   4,492   3,114   

３．売掛金   1,026,891   759,131   

４．商品   340,225   557,554   

５．貯蔵品   11,081   9,197   

６．前払費用   34,900   43,028   

７．繰延税金資産   105,536   107,460   

８．未収入金   22,155   28,930   

９．その他   49,868   34,240   

貸倒引当金   △1,553   －   

流動資産合計   11,565,403 56.2  11,989,383 56.6 423,980

Ⅱ．固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  566,449   632,824    

減価償却累計額  240,374 326,074  275,003 357,820   

(2）機械装置  43,561   43,561    

減価償却累計額  26,805 16,755  31,343 12,217   

(3）工具器具備品  281,217   348,252    

減価償却累計額  174,867 106,350  228,434 119,818   

(4)土地 ※  1,099,220   1,099,220   

有形固定資産合計   1,548,401 7.5  1,589,077 7.5 40,675

２．無形固定資産         

(1）借地権   1,146,966   1,146,966   

(2）電話加入権   1,109   1,109   

(3）ソフトウェア   10,622   5,961   

無形固定資産合計   1,158,699 5.7  1,154,038 5.4 △4,660

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,126,786   1,202,886   

(2）関係会社株式   16,000   16,000   

(3）出資金   100   100   

(4) 長期性預金   3,700,000   3,700,000   

(5）長期貸付金   900   1,360   

(6）従業員長期貸付金   1,260   900   

(7）長期前払費用   38,047   59,989   

(8）繰延税金資産   117,778   139,737   

(9）差入敷金保証金   863,463   899,909   

(10）役員保険積立金   433,426   433,426   

(11）会員権   450   450   

(12）その他   16,368   12,276   

貸倒引当金   △16,818   △12,726   

投資その他の資産合計   6,297,762 30.6  6,454,308 30.5 156,546

固定資産合計   9,004,863 43.8  9,197,424 43.4 192,561

資産合計   20,570,266 100.0  21,186,808 100.0 616,541
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  前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日） 対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ．流動負債         

１．買掛金   487,805   487,692   

２．未払金   216,334   342,029   

３．未払法人税等   488,754   282,134   

４．未払消費税等   29,039   －   

５．預り金   22,440   16,109   

６．前受収益   2,887   2,887   

７．賞与引当金   83,174   78,433   

８．返品調整引当金   22,330   19,451   

９．その他   2,144   1,921   

流動負債合計   1,354,912 6.6  1,230,658 5.8 △124,253

Ⅱ．固定負債         

１．退職給付引当金   80,865   95,444   

２．役員退職慰労引当金   125,950   126,533   

３．預り保証金   22,640   22,640   

固定負債合計   229,455 1.1  244,618 1.2 15,162

負債合計   1,584,368 7.7  1,475,276 7.0 △109,091

         

（純資産の部）         

Ⅰ．株主資本         

１．資本金   2,589,052 12.6  2,589,052 12.2  

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  2,718,862   2,718,862    

(2）その他資本剰余金  18   18    

資本剰余金合計   2,718,880 13.2  2,718,880 12.9  

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  95,750   95,750    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  12,695,000   13,795,000    

繰越利益剰余金  1,992,477   1,644,433    

利益剰余金合計   14,783,227 71.9  15,535,183 73.3  

４．自己株式   △182,204 △0.9  △183,097 △0.9  

株主資本合計   19,908,956 96.8  20,660,019 97.5 751,063

Ⅱ．評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差

額金
  34,058 0.2  8,628 0.0  

２．土地再評価差額金 ※  △957,116 △4.7  △957,116 △4.5  

評価・換算差額等合計   △923,058 △4.5  △948,488 △4.5 △25,429

純資産合計   18,985,898 92.3  19,711,531 93.0 725,633

負債純資産合計   20,570,266 100.0  21,186,808 100.0 616,541
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ．売上高   9,502,871 100.0  8,732,416 100.0 △770,454

Ⅱ．売上原価         

１．期首商品たな卸高  298,851   340,225    

２．当期商品仕入高  4,259,297   4,236,978    

合計  4,558,149   4,577,203    

３．期末商品たな卸高  340,225 4,217,924 44.4 557,554 4,019,649 46.0 △198,274

売上総利益   5,284,947 55.6  4,712,767 54.0 △572,179

返品調整引当金戻入額   4,356 0.1  2,879 0.0 △1,476

差引売上総利益   5,289,303 55.7  4,715,646 54.0 △573,656

Ⅲ．販売費及び一般管理費         

１．販売手数料  538,929   458,446    

２．運賃  177,539   180,359    

３．企画宣伝費  50,389   49,580    

４．役員報酬  56,008   95,550    

５．給与及び賞与  977,215   1,028,232    

６．賞与引当金繰入額  83,174   78,433    

７．退職給付費用  17,911   22,722    

８．役員退職慰労引当金繰

入額
 7,820   8,383    

９．福利厚生費  151,424   178,272    

10．旅費交通費  86,919   92,186    

11．通信費  16,601   16,394    

12．交際費  700   1,640    

13．支払手数料  101,409   137,044    

14．水道光熱費  17,727   18,356    

15．賃借料  325,663   323,711    

16．備品消耗品費  68,417   83,651    

17．租税公課  15,576   16,415    

18．減価償却費  102,837   123,049    

19．修繕費  1,590   1,101    

20．保険料  7,303   4,163    

21．募集費  16,476   24,307    

22. 事業税  28,800   26,269    

23．その他  22,114 2,872,552 30.3 26,478 2,994,753 34.3 122,201

営業利益   2,416,751 25.4  1,720,892 19.7 △695,858

㈱卑弥呼（9892）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 33 －



  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ．営業外収益         

１．受取利息  136,623   150,176    

２．受取配当金  1,113   8,924    

３．受取手数料  24,140   33,154    

４．備品賃貸料  5,816   4,788    

５．雑収入  30,407 198,101 2.1 14,054 211,097 2.4 12,996

Ⅴ．営業外費用         

１．雑損失 ※ 8,742 8,742 0.1 1,695 1,695 0.0 △7,046

経常利益   2,606,110 27.4  1,930,295 22.1 △675,814

Ⅵ．特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  6,616 6,616 0.1 5,645 5,645 0.1 △970

Ⅶ．特別損失         

１．店舗退店等損失  26,674 26,674 0.3 8,944 8,944 0.1 △17,730

税引前当期純利益   2,586,052 27.2  1,926,996 22.1 △659,055

法人税、住民税及び事

業税
 1,033,298   795,507    

法人税等調整額  31,124 1,064,422 11.2 △6,429 789,077 9.1 △275,344

当期純利益   1,521,629 16.0  1,137,918 13.0 △383,710
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

2,589,052 2,718,862 17 2,718,879 95,750 10,995,000 2,492,493 13,583,243 △181,568 18,709,608

事業年度中の変動額           

別途積立金の積立(注)      1,700,000△1,700,000 －  －

剰余金の配当（注）       △321,645 △321,645  △321,645

当期純利益       1,521,629 1,521,629  1,521,629

自己株式の取得         △698 △698

自己株式の処分   1 1     61 62

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 1 1 － 1,700,000 △500,016 1,199,983 △636 1,199,348

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,589,052 2,718,862 18 2,718,880 95,750 12,695,000 1,992,477 14,783,227 △182,204 19,908,956

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

43,527 △957,116 △913,588 17,796,019

事業年度中の変動額     

別途積立金の積立(注)    －

剰余金の配当（注）    △321,645

当期純利益    1,521,629

自己株式の取得    △698

自己株式の処分    62

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△9,469  △9,469 △9,469

事業年度中の変動額合計
（千円）

△9,469 － △9,469 1,189,878

平成19年３月31日　残高
（千円）

34,058 △957,116 △923,058 18,985,898

 （注）平成18年6月29日定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,589,052 2,718,862 18 2,718,880 95,750 12,695,000 1,992,477 14,783,227 △182,204 19,908,956

事業年度中の変動額           

別途積立金の積立      1,100,000△1,100,000 －  －

剰余金の配当       △385,962 △385,962  △385,962

当期純利益       1,137,918 1,137,918  1,137,918

自己株式の取得         △892 △892

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － 1,100,000 △348,044 751,955 △892 751,063

平成20年３月31日　残高
（千円）

2,589,052 2,718,862 18 2,718,880 95,750 13,795,000 1,644,433 15,535,183 △183,097 20,660,019

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

34,058 △957,116 △923,058 18,985,898

事業年度中の変動額     

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △385,962

当期純利益    1,137,918

自己株式の取得    △892

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△25,429  △25,429 △25,429

事業年度中の変動額合計
（千円）

△25,429 － △25,429 725,633

平成20年３月31日　残高
（千円）

8,628 △957,116 △948,488 19,711,531

 

㈱卑弥呼（9892）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 36 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券

原価法

満期保有目的の債券

　同左　

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

２．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

商品

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

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。

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　　　　　　　　　　　10～39年 建物　　　　　　　　　　　10～39年

  (会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年4月1日以降に取得した有形

固定資産については、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。

　この変更による損益に与える影響は軽

微であります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年3月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の5%に到達した事

業年度の翌事業年度より、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。

　この変更による損益に与える影響は軽

微であります。

 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

づく定額法によっております。

無形固定資産（ソフトウェア）

同左

  

 

 

 

 長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

 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事業年度の負担額

を計上しております。

賞与引当金

同左

 返品調整引当金

当事業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。

返品調整引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

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。

退職給付引当金

同左

 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、内規に基づく当事業年度末要支給額

を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

５．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

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

　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。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自 平成18年4月1日　至 平成19年3月31日）

当事業年度
（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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、

18,985,898千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

　　　　　　　　――――――――――
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表示方法の変更

前事業年度
（自 平成18年4月1日　至 平成19年3月31日）

当事業年度
（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日）

（損益計算書関係）

　売上高の表示については、従来「商品売上高」、「賃貸

収入」に区分しておりましたが、前事業年度において賃貸

用不動産設備の一部を売却し、「賃貸収入」の金額の重要

性がなくなったため、当事業年度より「売上高」として一

括表示しております。また、対応する売上原価については

「賃貸費用」を「当期商品仕入高」に含めて表示すること

といたしました。そのため、「賃貸費用」の内訳を注記し

ておりません。

　なお、当事業年度の商品売上高は9,460,271千円、賃貸

収入は42,600千円であります。また、当期商品仕入高に含

まれている賃貸費用は2,553千円であり、賃貸費用の内訳

は次のとおりであります。

減価償却費 2,399千円

租税公課 51千円

その他 103千円

計 2,553千円

 　　　　　　　　――――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※　土地再評価の注記

　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純資産の部に計上しております。

※　土地再評価の注記

           同左

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

再評価の方法

           同左

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額

△43,591千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額

△43,591千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※　雑損失の主な内訳は、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。

 　　　　　　　　　　――――――
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 118,418 430 40 118,808

合計 118,418 430 40 118,808

 （注）自己株式の数の増加430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、単元未満株式の売渡しによ

る減少であります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 118,808 530 ― 119,338

合計 118,808 530 ― 119,338

 （注）自己株式の数の増加530株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

㈱卑弥呼（9892）平成 20 年 3 月期決算短信

－ 42 －



（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 54,074 31,024 23,049

ソフトウェア 171,611 142,623 28,988

合計 225,685 173,647 52,038

 
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）

工具器具備品 79,140 29,664 49,476

ソフトウェア 147,506 96,715 50,790

合計 226,646 126,379 100,266

　（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。

　（注）　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 24,300千円

１年超 27,737千円

合計 52,038千円

１年内       25,845千円

１年超      73,421千円

合計      100,266千円

　（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。

　（注）　　　　　　　 同左

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 37,962千円

減価償却費相当額 37,962千円

支払リース料       25,416千円

減価償却費相当額      25,416千円

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

（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。

（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。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３

月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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

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  

流動　未払事業税 38,192千円

返品調整引当金 9,088千円

賞与引当金 33,852千円

棚卸資産評価損 12,436千円

その他 11,966千円

流動計 105,536千円

固定　有価証券評価損 17,546千円

貸倒引当金 6,844千円

退職給付引当金 32,912千円

役員退職慰労引当金 51,261千円

会員権評価損 12,427千円

投資有価証券評価損 14,810千円

その他 5,350千円

固定計 141,154千円

繰延税金資産計 246,690千円

繰延税金負債  

固定　その他有価証券評価差額

金
△23,375千円

繰延税金負債計 △23,375千円

繰延税金資産の純額 223,315千円

繰延税金資産  

流動　未払事業税       26,919千円

返品調整引当金      7,916千円

賞与引当金      31,922千円

棚卸資産評価損      24,145千円

その他      16,555千円

流動計     107,460千円

固定　有価証券評価損       17,546千円

貸倒引当金      5,179千円

退職給付引当金      38,845千円

役員退職慰労引当金       51,499千円

会員権評価損      12,427千円

投資有価証券評価損       14,810千円

その他      5,350千円

固定計      145,659千円

繰延税金資産計     253,120千円

繰延税金負債  

固定　その他有価証券評価差額

金
　  △5,921千円

繰延税金負債計 　  △5,921千円

繰延税金資産の純額     247,198千円

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

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

　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内訳の注記は

省略しております。

　　　　 同左

３．土地再評価に係る繰延税金資産 ３．土地再評価に係る繰延税金資産

土地再評価に係る繰延税金資産 389,546千円

評価性引当額 △389,546千円

土地再評価に係る繰延税金資産 －

土地再評価に係る繰延税金資産      389,546千円

評価性引当額 　△389,546千円

土地再評価に係る繰延税金資産 －
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,475円73銭

１株当たり当期純利益 118円27銭

１株当たり純資産額      1,532円20銭

１株当たり当期純利益    88円45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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 1,521,629 1,137,918

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） 1,521,629 1,137,918

期中平均株式数（株） 12,865,632 12,865,053

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。 同左
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６．その他
 役員の異動

①　代表取締役の異動

代表取締役会長兼社長　柴田　一 （現　代表取締役会長） 

　退任予定代表取締役　　稲田　将人(現　代表取締役社長) 

 

②　その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役　            渡辺  邦祐　（現　営業統括マネージャー）　

取締役　            舩倉  俊明　（現　常勤監査役）　　　　

取締役　            柴田  政男　（現　開発営業・広報統括マネージャー、代表取締役の長男）

・退任予定取締役 

常務取締役　　　    進士  裕志　　　　 

　　取締役　　　　　    上野  はるみ （顧問　就任予定）

・新任監査役候補 

監査役（社外監査役）　        高見  現人 

・退任予定監査役 

常勤監査役（社外監査役）　    舩倉  俊明（取締役　就任予定） 

監査役（非常勤、社外監査役）　塩山  哲生 

 

③　就退任予定日　 

平成20年6月27日 
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