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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,361 ― 468 ― 512 ― 291 ―
20年3月期第1四半期 2,686 1.6 651 0.6 703 3.0 411 3.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 22.67 ―
20年3月期第1四半期 32.02 ―

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

21年3月期第1四半期 21,350 19,966 93.1 1,545.25
20年3月期 21,707 20,127 92.3 1,557.79

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  19,879百万円 20年3月期  20,040百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 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

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は2ページ 定性的情報・財務諸表等 4.その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は2ページ 定性的情報・財務諸表等 4.その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

1．平成２０年５月１９日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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されたものであり、
実際の業績は、これらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、2ページ 定性的情報・財務諸表等 3.連結業績予想に関する定性的情報
をご覧下さい。 
２.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準１２号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の運用指針」(企業会計基準適用指針第１４
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,984,233株 20年3月期  12,984,233株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  119,438株 20年3月期  119,338株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  12,864,880株 20年3月期第1四半期  12,865,304株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による金融不安と、原油価格

の高騰、原材料高騰により景気の減速懸念がでてきております。　　

　      我が靴業界におきましては、消費者の選択眼の高まりと多様化がますます顕著となる中、他業界からの参入や

　　　低価格品の増加等、市場環境は大変厳しい競争状況が続いております。

　　　　このような環境のもと、当社グループにおきましては、モデルサイズショップ(大きなサイズ専門)の展開等の

　　　消費者の要望にかなった商品力、販売の強化を行うなど市場の変化への対応を図ってまいりました。しかしなが

　　　ら、消費者の消費マインドの低下等の影響により既存店におきまして前年度比で減収となったことにより、当第１

　　　四半期連結会計期間の業績は、売上高2,361百万円、経常利益512百万円、純利益291百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、21,350百万円となり、前連結会計年度末比356百万円の減少と

　なりました。　　　　　

　　　　その主な要因は、現金及び預金の減少453百万円、商品の減少115百万円、受取手形及び売掛金の

　　　増加111百万円等によるものです。

　　    負債合計は1,384百万円となり、前連結会計年度末比196百万円の減少となりました。その主な要因は、買掛　　

　　　金の減少163百万円及び未払法人税等の減少153百万円等によるものです。

　　　　なお、純資産は19,966百万円となり、前連結会計年度末比160百万円の減少となりました。

 

　　　　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次の通りであります。

　　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、151百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利

　　　益501百万円、および法人税等の支払額354百万円等によるものであります。

　　　　投資活動によるキャッシュ・フローは167百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支

　　　出123百万円および投資有価証券の取得による21百万円等によるものです。

　　　　財務活動によるキャッシュ・フローは437百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額433百万円によ

　    るものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　業績予想については、平成20年５月19日発表の連結業績予想の通りに推移するものと予想されるため見直しは　

　　　行っておりません。

　　　　今後におけるわが国経済は、米国経済の停滞懸念や原油価格の高騰等により、先行きにますます減速感が出始

　　　めております。このような環境下、当社グループにおきましては、消費者の商品への選択眼の高まりや嗜好の

　　　多様化にあったマーチャンダイジング力、商品力の強化に努め、市場動向の変化への対応を図ってまいります。

　　　上述のような状況を踏まえ、通期における連結業績予想は以下の通りであります。

　　　　　（連結業績予想）

　　　　　　　　　　　　　売　　　上　　　高　　　9,400百万円　　　(前年比 5.3％減)

　　　　　　　　　　　　　営　 業　 利　  益　　　1,610百万円　　　(前年比17.1％減)

　　　　　　　　　　　　　経　 常　 利　　益　　　1,730百万円　　　(前年比19.6％減)

　　　　　　　　　　　当　期　純　利　益　　　  990百万円　　　(前年比19.9％減)　
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　法人税等の計上は、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前利益に当該実効税率を乗じて計算しております。　

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　     ①当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年7月5日)

        が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

　　　　価切下げの方法)により算定しております。この変更が損益に与える影響はありません。

　　　 ②当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業

　　　　会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

　　　　適用指針第16号(平成６年1月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が平成20年

　　　　４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

　　　　い、これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファ

　　　　イナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

　　　　零とする定額法を採用しております。この変更が損益に与える影響は軽微であります。

③当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,294,079 10,747,389

受取手形及び売掛金 1,062,008 950,591

商品 465,051 580,171

繰延税金資産 116,061 116,628

その他 126,791 119,980

貸倒引当金 △1,062 △2,164

流動資産合計 12,062,929 12,512,596

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 346,183 359,499

土地 1,099,220 1,099,220

その他 184,178 135,297

有形固定資産合計 1,629,583 1,594,018

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 57,117 10,563

無形固定資産合計 1,204,083 1,157,530

投資その他の資産   

投資有価証券 1,218,344 1,202,886

長期預金 3,700,000 3,700,000

繰延税金資産 141,910 140,079

敷金及び保証金 903,190 903,328

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

その他 69,858 76,238

貸倒引当金 △12,726 △12,726

投資その他の資産合計 6,454,004 6,443,234

固定資産合計 9,287,672 9,194,782

資産合計 21,350,601 21,707,379
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 299,055 463,051

未払金 311,980 370,560

未払法人税等 205,382 359,362

賞与引当金 47,719 78,433

返品調整引当金 34,197 19,451

その他 157,097 28,923

流動負債合計 1,055,433 1,319,782

固定負債   

退職給付引当金 100,702 99,315

役員退職慰労引当金 130,425 138,533

その他 97,703 22,640

固定負債合計 328,831 260,489

負債合計 1,384,264 1,580,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,589,052 2,589,052

資本剰余金 2,718,880 2,718,880

利益剰余金 15,705,806 15,864,444

自己株式 △183,225 △183,097

株主資本合計 20,830,514 20,989,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,960 8,628

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △951,155 △948,488

少数株主持分 86,978 86,315

純資産合計 19,966,337 20,127,107

負債純資産合計 21,350,601 21,707,379
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,361,958

売上原価 1,034,485

売上総利益 1,327,473

販売費及び一般管理費 859,221

営業利益 468,252

営業外収益  

受取利息 27,529

その他 16,780

営業外収益合計 44,309

営業外費用  

債権売却損 381

その他 140

営業外費用合計 521

経常利益 512,039

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,102

特別利益合計 1,102

特別損失  

店舗閉鎖損失 2,499

減損損失 9,545

特別損失合計 12,045

税金等調整前四半期純利益 501,096

法人税等 207,200

少数株主利益 2,262

四半期純利益 291,633

株式会社卑弥呼(9892)平成21年3月期　第1四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 501,096

減価償却費 40,599

減損損失 9,545

受取利息及び受取配当金 △28,143

店舗閉鎖損失 2,499

売上債権の増減額（△は増加） △111,417

たな卸資産の増減額（△は増加） 108,556

仕入債務の増減額（△は減少） △163,995

未払金の増減額（△は減少） 43,813

その他 69,556

小計 472,111

利息及び配当金の受取額 34,626

法人税等の支払額 △354,931

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,805

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △123,665

投資有価証券の取得による支出 △21,804

敷金及び保証金の回収による収入 166

敷金及び保証金の差入による支出 △13,563

その他 △9,092

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,960

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △433,281

その他 △3,873

財務活動によるキャッシュ・フロー △437,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △453,309

現金及び現金同等物の期首残高 10,747,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,294,079

株式会社卑弥呼(9892)平成21年3月期　第1四半期決算短信



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める靴製品等卸・小売事業の割合が、いずれも90%を

超えているため、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

 

　　　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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。　

ｃ．海外売上高

 

　　　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 

　　海外売上高がないため、該当する事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第1四半期連結累計期間
（自　平成19年４月 1日
  至　平成19年６月30日)

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,686,664

Ⅱ　売上原価 1,201,816

売上総利益 1,484,847

Ⅲ　販売費及び一般管理費 833,704

営業利益 651,143

Ⅳ　営業外収益 52,530

Ⅴ　営業外費用 307

経常利益 703,366

Ⅵ　特別利益 537

Ⅶ　特別損失 14

税金等調整前四半期純利益 703,889

税金費用 288,788

少数株主利益(控除) 3,115

四半期純利益 411,986
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第1四半期連結累計期間
（自　平成19年４月 1日
至　平成19年６月30日)

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税金等調整前四半期純利益 703,889

減価償却費　 28,244

貸倒引当金の増減額 △537

退職給付引当金の増減額 3,562

役員退職慰労引当金の増減額 △3,350

受取利息及び受取配当金 △38,871

売上債権の増減額 37,368

たな卸資産の増減額 26,049

仕入債務の増減額 △18,526

その他 95,663

小計 833,492

法人税等の支払額 △502,647

その他 34,560

営業活動によるキャッシュ・
フロー

365,405

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

定期預金の払戻による収入 300,000

投資有価証券取得による支出 △35,791

有形固定資産の取得による支
出

△41,627

差入敷金保証金の減少による
収入

898

貸付金回収による収入 2,394

貸付による支出 △2,000

その他 △1,518

投資活動によるキャッシュ・
フロー

222,355
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前第1四半期連結累計期間
（自　平成19年４月 1日
至　平成19年６月30日)

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

自己株式の取得による支出 △474

配当金の支払額 △389,318

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

△391,392

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 196,367

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

9,831,098

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

10,027,466

－ 4 －

株式会社卑弥呼(9892)平成21年3月期　第1四半期決算短信


	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


