
                                                                                                                   
 

平成 21 年 11 月 10 日 

各      位 

会 社 名 株式会社 卑弥呼 

代表者名 代表取締役会長兼社長 柴田 一 

（JASDAQ・コード 9892） 

問合せ先 

役職 取締役 総務部・経理部担当 

氏名 舩倉 俊明 

電話 03－5485－3712 

（訂正・数値データ訂正あり）「業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

平成 21 年 11 月 2 日付にて発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」の記載事項の一部に誤りがあ

りましたので、下記の通り訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データ

も送信いたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 
（正誤表） 
【訂正前】                               
平成 22 年 3月期第 2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成 21 年 4 月 1日～平成 21 年 9月 30 日） 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

1 株当たり 

四半期純利益

前回発表予想(A) 

百万円

3,695

百万円

435

百万円

465

百万円 

240 

円 銭

30.40

今回発表予想(B) 3,443 311 376 220 27.90

増減額(B-A) △251 △123 △88 △19 

増減率(%) △6.8 △28.3 △19.1 △8.2 

(ご参考)前期第 2四半期実績 

(平成 21 年 3 月期第 2四半期) 
4,195 1,600 711 409 31.82

 

【訂正後】                               
平成 22 年 3月期第 2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成 21 年 4 月 1日～平成 21 年 9月 30 日） 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

1 株当たり 

四半期純利益

前回発表予想(A) 

百万円

3,695

百万円

435

百万円

465

百万円 

240 

円 銭

30.40

今回発表予想(B) 3,443 311 376 220 27.90

増減額(B-A) △251 △123 △88 △19 

増減率(%) △6.8 △28.3 △19.1 △8.2 

(ご参考)前期第 2四半期実績 

(平成 21 年 3 月期第 2四半期) 
4,218 620 711 409 31.82

 

（訂正理由） 

 平成 21 年 11 月 2 日付発表資料では、個別業績予想数値の前期第２四半期実績の売上高及び営業利益の数値欄

の金額を誤って記載しておりました。つきましては、前期第２四半期実績の売上高及び営業利益の数値を訂正い

たします。 

 

以上 



平成22年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

平成22年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

平成22年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成21年9月30日) 

平成22年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

修正の理由 
（連結） 
 主に個別業績予想修正に伴うものであります。 
 
（個別） 
 売上高につきましては、昨年来の世界的な経済環境の悪化により、消費者の消費マインドの低下が予想外に大きく、前
回予想を下回る見込みとなりました。 
 収益面では、売上減少による要因に加え、新規出店・退店に伴うコスト増加等により営業利益、経常利益、当期純利益と
もに当第２四半期の前回利益予想を下回る見込みとなりました。 
 

平成21年11月2日
各 位 

上場会社名 株式会社 卑弥呼
代表者 代表取締役会長兼社長 柴田 一
（コード番号 9892）
問合せ先責任者 取締役 総務部・経理部担当 舩倉 俊明
（TEL 03-5485-3712）

業績予想の修正に関するお知らせ 

最近の業績動向を踏まえ、平成21年5月7日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

（金額の単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半期純

利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 4,295 500 530 280 35.46
今回発表予想(B) 3,832 365 425 237 30.12
増減額(B-A) △462 △134 △104 △42
増減率(%) △10.8 △26.9 △19.7 △15.1
（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成21年3月期第2四半期）

4,798 705 793 442 36.41

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

前回発表予想(A) 8,720 1,045 1,105 575 72.83
今回発表予想(B) 7,390 560 660 380 48.13
増減額(B-A) △1,330 △485 △445 △195
増減率(%) △15.3 △46.4 △40.3 △33.9
（ご参考）前期実績 
（平成21年3月期）

8,766 1,156 1,297 627 62.52

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半期純

利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 3,695 435 465 240 30.40
今回発表予想(B) 3,443 311 376 220 27.90
増減額(B-A) △251 △123 △88 △19
増減率(%) △6.8 △28.3 △19.1 △8.2
（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成21年3月期第2四半期）

4,218 620 711 409 31.82

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

前回発表予想(A) 7,420 900 960 490 62.06
今回発表予想(B) 6,460 390 497 290 36.73
増減額(B-A) △960 △510 △463 △200
増減率(%) △12.9 △56.7 △48.2 △40.8
（ご参考）前期実績 
（平成21年3月期）

7,704 998 1,136 554 55.31



 通期業績予想につきましては、景気回復の見通しが依然として不透明なため、消費者の消費マインドの低下は継続し、
売上高が減少するものと予想され、前回業績予想数値を下回る見込みとなりました。 
 
※本資料に記載している業績予想は、現時点で得られた情報に基づき算定しており、リスクや不確定要素を含んでいるた
め、実際の業績と異なる可能性があります。 
  

  
以 上




