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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 7,105 △18.9 661 △42.8 760 △41.4 444 △29.1
21年3月期 8,766 △11.6 1,156 △40.5 1,297 △39.7 627 △49.2

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 ％ ％ ％

22年3月期 56.32 ― 3.3 5.2 9.3
21年3月期 62.52 ― 3.8 7.1 13.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 14,589 13,661 92.9 1,716.28
21年3月期 14,711 13,470 90.9 1,692.83

（参考） 自己資本   22年3月期  13,550百万円 21年3月期  13,365百万円

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

22年3月期 716 △1,464 △285 4,083
21年3月期 851 804 △7,286 5,117

2.  配当の状況 

平成22年３月期期末配当は、平成22年５月24日決算取締役会で決議予定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 236 48.0 1.8
22年3月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00 126 28.4 0.9
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 16.00 16.00 30.1

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

3,130 △18.8 160 △56.4 210 △50.6 130 45.1 16.47

通期 6,950 △2.2 690 4.4 770 1.3 470 5.9 59.53
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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） 

（注） 詳細は、16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） 

（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、19ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 12,984,233株 21年3月期 12,984,233株
② 期末自己株式数 22年3月期  5,089,022株 21年3月期  5,088,722株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 6,384 △17.1 608 △39.0 701 △38.3 419 △24.4
21年3月期 7,704 △11.8 998 △42.0 1,136 △41.1 554 △51.2

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

22年3月期 53.13 ―
21年3月期 55.31 ―

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

22年3月期 14,026 13,123 93.6 1,662.22
21年3月期 14,174 12,964 91.5 1,641.97

（参考） 自己資本 22年3月期  13,123百万円 21年3月期  12,964百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

※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。 

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

2,780 △19.3 150 △51.8 200 △46.8 120 △45.5 15.20

通期 6,150 △3.7 630 3.6 700 △0.1 420 0.2 53.20
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(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、世界的な金融危機による景気後退局面から緩やかながら持ち直しの兆し

が見られたものの、雇用情勢の悪化や個人消費の冷え込みなど、景気は依然として厳しい状況が続きました。 

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る中、アパレル業界な

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・価格帯の拡がりと同時に、消費者の低価格志向に拍車がかかり、大変

厳しい市場環境が依然として続いております。 

このような環境下、当社グループでは多様化する顧客ニーズを機敏に捉えた商品開発を行うべく、商品発注権限

の見直し等の「業務改革」を行うとともに、商品開発スタッフが商品開発に専念できるよう、組織をブランド別事

業部制から機能別組織へ変更する「組織改革」を実施いたしました。また、複数ブランドを同時展開するミックス

ブランド店の新規出店、及び既存店のミックスブランド店への転換を進めるとともに、モデルサイズ（大きいサイ

ズ専門）ショップ「Queen’s 卑弥呼」についても、より多くの顧客ニーズに対応すべく取扱サイズを拡充して参

りました。 

全体の店舗数は177店で、ブランド別内訳は卑弥呼45店、elegance卑弥呼39店、WANONANO35店、Camui water 

massage30店、ミックスブランド店（「Queen’s 卑弥呼」を含む）28店となりました。前連結会計年度末の177店

との比較では、15店の新規出店と15店の退店を行っております。 

この結果、当連結会計年度の連結売上高は71億５百万円（前連結会計年度比18.9%減）となりました。 

利益面につきましては、徹底した経費の見直しに努めましたが原価率はほぼ横這いの水準、販売管理費の削減効

果が11.1%にとどまったことから、営業利益は６億61百万円（前連結会計年度比42.8%減）、経常利益は７億60百万

円（前連結会計年度比41.4%減）となりました。税金等を差し引いた当期純利益は４億44百万円（前連結会計年度

比29.1%減）となっております。 

  

連結売上高の内訳は下表のとおりです。 

（単位：百万円）

   

②次期の見通し 

次期におきましては、国内の景気回復の足取りが重いことや欧州における一部国家財政危機による景気への影響

が不透明であることなどから、消費マインドの冷え込みは続くことが予想されるため、厳しい経営環境が続くもの

と考えられます。 

このような環境下、当社グループでは、経営環境の変化に柔軟に対応するとともに、多様化した顧客ニーズに対

応できる商品を供給するために、平成21年４月より「業務改革」と「組織改革」（ブランド別事業部制を製販分離

の機能別組織に改編）に取り組んで参りましたが、次期におきましてはその効果実現に一層注力していく所存であ

ります。 

ブランド戦略と致しましては、顧客の健康志向の高まりに応えるべく、当社が特許を保有する「water massage

インソール」を使用したブランドを「water massage」ブランドとし、平成22年４月より、「Mode Comfort」をコ

ンセプトとしたこれまでの「Camui」ブランド呼称を「Camui water massage」に統一しました。また、多様化する

顧客ニーズに対応すべく「water massageインソール」を使用した新ブランドにより新たなコンセプトに挑戦して

１．経営成績

内訳 
第35期 第36期 

増減額 
前年同期比 

（％） （平成21年３月期） （平成22年３月期） 

 卑弥呼  2,425  2,031  △394  △16.2

 elegance卑弥呼  1,863  1,531  △331  △17.8

 WANONANO  1,631  1,226  △404  △24.8

 Camui water massage  1,639  1,383  △256  △15.6

 その他ブランド等  144  210  65  45.3

 ㈱卑弥呼合計  7,704  6,384  △1,320  △17.1

 ㈱エルピーディ 

 （内部取引消去後） 

 1,061  721  △339  △32.0

 連結売上高合計  8,766  7,105  △1,660  △18.9
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参ります。第一弾として、平成22年４月より、「water massageインソール」を使用する「Natural & Relax」を

テーマとした「Takeru water massage」ブランドを新たに立ち上げております。更に第二弾として、「Walking」

をコンセプトとした新ブランドの次期年度内の立ち上げを検討しております。 

チャネル戦略と致しましては、多様化する顧客ニーズに対応するとともに店舗効率向上をはかるべく、ミックス

ブランド店の新規出店、及び既存店についてもミックスブランド店への転換に更に取り組んで参ります。また、モ

デルサイズ（大きいサイズ専門店）ショップ「Queen’s 卑弥呼」についても、より多くの顧客ニーズに対応すべ

く、これまで以上に取扱サイズを拡充して参ります。以上の施策により、連結売上高は69億50百万円（前連結会計

年度比2.2%減）を見込んでおります。 

一方、経費面につきましては、厳しい経営環境の下、卑弥呼グループ全体で一層の経費節減に取り組むことで、

連結営業利益は６億90百万円（前連結会計年度比4.4%増）、連結経常利益は７億70百万円（前連結会計年度比

1.3％増）を見込んでおります。 

  

(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７億20百万

円、投資活動による資金の減少14億68百万円、財務活動による使用資金２億85百万円により、前連結会計年度末に

比べ10億33百万円減少し、当連結会計年度末には40億83百万円となりました。 

 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７億20百万円（前連結会計年度は８億51百万円の収入）となりました。これ

は、税金等調整前当期純利益７億37百万円、減価償却費の計上１億81百万円、売上債権の減少１億88百万円及び

法人税等の支払額３億71百万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） 

  投資活動の結果使用した資金は14億68百万円（前連結会計年度は８億４百万円の収入）となりました。これ

は、定期預金の預入による支出27億円、定期預金の払戻による収入12億円及び投資有価証券の取得による支出89

百万円、有形固定資産の取得による支出75百万円、敷金及び保証金の差入による支出15百万円及び敷金及び保証

金の回収による収入３億62百万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２億85百万円（前連結会計年度は72億86百万円の支出）であり、これは、配当

金の支払額２億37百万円及びファイナンス・リース債務返済による支出45百万円等によるものであります。 

 キャッシュ・フロー指標の推移 

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。 

   平成18年度 平成19年度  平成20年度  平成21年度  

自己資本比率（％）  91.8  92.3  90.9  92.9

時価ベースの自己資本比率（％）  113.8  68.5  49.4  42.8

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） 

 －  －  25,911.1  －

（株）卑弥呼　（9892）　平成22年３月期決算短信
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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。具体的には、業績、株価動向、他社の状況等を総合

的に勘案した上で、年間配当性向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16円を予定しております。（平成22年５月24日開催の決

算取締役会で決議予定）なお、中間配当は実施しておりません。 

次期の配当金に関しましては、1株あたり16円を予定しております。 

  

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。 

（株）卑弥呼　（9892）　平成22年３月期決算短信
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 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため、開示を省略しております。 

  

２．企業集団の状況

（株）卑弥呼　（9892）　平成22年３月期決算短信
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(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略 及び(4）会社の対処すべき課題

平成21年３月期決算短信（平成21年５月７日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省

略しております。 

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

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

  

３．経営方針

（株）卑弥呼　（9892）　平成22年３月期決算短信
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,117,410 5,583,783

受取手形及び売掛金 819,000 630,549

商品 447,264 372,588

貯蔵品 10,060 11,003

繰延税金資産 68,685 47,519

その他 104,137 101,769

貸倒引当金 △5,804 △4,261

流動資産合計 6,560,754 6,742,952

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 648,103 627,149

減価償却累計額 △290,157 △330,266

建物及び構築物（純額） 357,945 296,882

機械装置及び運搬具 44,361 44,218

減価償却累計額 △35,259 △37,129

機械装置及び運搬具（純額） 9,102 7,088

工具、器具及び備品 431,485 416,441

減価償却累計額 △282,559 △316,816

工具、器具及び備品（純額） 148,925 99,624

土地 1,099,220 1,099,220

有形固定資産合計 1,615,194 1,502,816

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 104,163 93,878

無形固定資産合計 1,251,129 1,240,845

投資その他の資産   

投資有価証券 1,282,270 1,329,584

関係会社株式 120,313 122,164

長期預金 2,200,000 2,200,000

長期貸付金 310 83,025

繰延税金資産 94,354 99,535

敷金及び保証金 1,057,328 706,521

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

その他 114,699 133,884

貸倒引当金 △18,231 △5,451

投資その他の資産合計 5,284,471 5,102,690

固定資産合計 8,150,795 7,846,352

資産合計 14,711,550 14,589,304
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 304,068 306,099

リース債務 42,066 33,937

未払金 218,868 103,927

未払法人税等 136,325 24,670

賞与引当金 68,212 42,285

返品調整引当金 37,837 30,396

ポイント引当金 16,605 19,494

繰延税金負債 － 506

その他 76,460 24,028

流動負債合計 900,444 585,344

固定負債   

リース債務 100,928 85,741

退職給付引当金 82,286 89,376

役員退職慰労引当金 134,900 141,793

その他 22,811 25,977

固定負債合計 340,926 342,889

負債合計 1,241,370 928,234

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,589,052 2,589,052

資本剰余金 2,718,862 2,718,862

利益剰余金 16,041,457 16,249,265

自己株式 △6,991,088 △6,991,355

株主資本合計 14,358,284 14,565,825

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,381 △58,354

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △992,497 △1,015,470

少数株主持分 104,393 110,715

純資産合計 13,470,179 13,661,069

負債純資産合計 14,711,550 14,589,304
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,766,319 7,105,908

売上原価 4,134,297 3,355,338

売上総利益 4,632,021 3,750,570

販売費及び一般管理費   

販売手数料 364,235 310,362

運賃 245,731 204,070

広告宣伝費 52,142 46,189

役員報酬 85,722 71,570

給料及び賞与 1,251,434 1,112,233

賞与引当金繰入額 68,212 41,781

退職給付費用 22,303 19,893

役員退職慰労引当金繰入額 6,266 6,893

福利厚生費 214,720 199,530

旅費及び交通費 127,388 100,597

通信費 23,143 22,404

交際費 4,938 2,862

支払手数料 163,822 146,808

水道光熱費 25,270 28,146

賃借料 380,876 434,891

消耗品費 104,666 55,568

租税公課 15,834 19,136

減価償却費 176,607 180,570

修繕費 3,388 3,014

保険料 5,069 4,956

募集費 30,181 8,006

事業税 12,257 9,260

貸倒損失 4,818 －

貸倒引当金繰入額 4,114 －

その他 82,192 60,153

販売費及び一般管理費合計 3,475,339 3,088,901

営業利益 1,156,682 661,669

営業外収益   

受取利息 100,907 32,237

受取配当金 5,489 6,861

受取手数料 21,879 20,726

固定資産賃貸料 1,685 －

為替差益 2,010 2,328

その他の営業外収益 27,339 39,836

営業外収益合計 159,312 101,991
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

債権売却損 786 －

貸倒引当金繰入額 5,031 －

支払手数料 6,285 －

過年度関税等 3,561 －

その他の営業外費用 2,523 3,483

営業外費用合計 18,189 3,483

経常利益 1,297,805 760,176

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,719

その他 － 14,094

特別利益合計 － 18,814

特別損失   

店舗閉鎖損失 12,413 5,786

減損損失 14,748 34,062

投資有価証券売却損 － 1,411

投資有価証券評価損 8,731 －

過年度ポイント引当金繰入額 13,813 －

その他 － 447

特別損失合計 49,706 41,707

税金等調整前当期純利益 1,248,099 737,282

法人税、住民税及び事業税 473,398 251,456

法人税等調整額 127,738 33,231

法人税等合計 601,136 284,687

少数株主利益 19,678 7,921

当期純利益 627,284 444,673
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,589,052 2,589,052

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,589,052 2,589,052

資本剰余金   

前期末残高 2,718,880 2,718,862

当期変動額   

自己株式の処分 △18 －

当期変動額合計 △18 －

当期末残高 2,718,862 2,718,862

利益剰余金   

前期末残高 15,864,444 16,041,457

当期変動額   

剰余金の配当 △450,271 △236,865

当期純利益 627,284 444,673

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 177,012 207,808

当期末残高 16,041,457 16,249,265

自己株式   

前期末残高 △183,097 △6,991,088

当期変動額   

自己株式の取得 △6,808,106 △267

自己株式の処分 115 －

当期変動額合計 △6,807,990 △267

当期末残高 △6,991,088 △6,991,355

株主資本合計   

前期末残高 20,989,280 14,358,284

当期変動額   

剰余金の配当 △450,271 △236,865

当期純利益 627,284 444,673

自己株式の取得 △6,808,106 △267

自己株式の処分 96 －

当期変動額合計 △6,630,996 207,541

当期末残高 14,358,284 14,565,825
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 8,628 △35,381

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,009 △22,972

当期変動額合計 △44,009 △22,972

当期末残高 △35,381 △58,354

土地再評価差額金   

前期末残高 △957,116 △957,116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △948,488 △992,497

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,009 △22,972

当期変動額合計 △44,009 △22,972

当期末残高 △992,497 △1,015,470

少数株主持分   

前期末残高 86,315 104,393

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,078 6,321

当期変動額合計 18,078 6,321

当期末残高 104,393 110,715

純資産合計   

前期末残高 20,127,107 13,470,179

当期変動額   

剰余金の配当 △450,271 △236,865

当期純利益 627,284 444,673

自己株式の取得 △6,808,106 △267

自己株式の処分 96 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,931 △16,651

当期変動額合計 △6,656,927 190,889

当期末残高 13,470,179 13,661,069
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 1,248,099 737,282

減価償却費 178,743 181,962

減損損失 14,748 34,062

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,145 △14,323

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,029 7,090

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,633 6,893

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,220 △25,927

返品調整引当金の増減額（△は減少） 18,385 △7,441

ポイント引当金の増減額（△は減少） 16,605 2,889

受取利息及び受取配当金 △106,397 △39,099

店舗閉鎖損失 6,698 5,786

売上債権の増減額（△は増加） 131,591 188,450

たな卸資産の増減額（△は増加） 132,044 73,733

仕入債務の増減額（△は減少） △158,982 2,030

未払金の増減額（△は減少） △75,229 △75,709

その他 43,718 △26,725

小計 1,428,288 1,050,954

利息及び配当金の受取額 119,712 40,734

利息の支払額 △32 －

法人税等の支払額 △696,114 △371,281

営業活動によるキャッシュ・フロー 851,853 720,407

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

定期預金の払戻による収入 1,500,000 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △213,445 △75,301

投資有価証券の取得による支出 △133,919 △89,065

敷金及び保証金の差入による支出 △189,090 △15,166

敷金及び保証金の回収による収入 21,554 362,120

貸付けによる支出 － △90,900

貸付金の回収による収入 1,820 1,020

関係会社株式の取得による支出 △120,313 －

その他 △61,609 △61,287

投資活動によるキャッシュ・フロー 804,997 △1,468,579

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △27,796 △45,816

自己株式の売却による収入 96 －

自己株式の取得による支出 △6,808,106 △267

配当金の支払額 △449,423 △237,770

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 △7,286,829 △285,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,629,978 △1,033,626

現金及び現金同等物の期首残高 10,747,389 5,117,410

現金及び現金同等物の期末残高 5,117,410 4,083,783

（株）卑弥呼　（9892）　平成22年３月期決算短信

-14-



 該当事項はありません。 

  

  なお、上記有価証券の減損処理基準以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から重要

な変更がないため、開示を省略しております。 

  

継続企業の前提に関する注記

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．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 

  関係会社株式  

 移動平均法による原価法  

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） 

関係会社株式  

 移動平均法による原価法  

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 

（追加情報） 

 従来、その他有価証券の時価が取得原価

に比べて30％以上下落している銘柄につい

ては回復可能性がないものとして減損処理

を行っておりましたが、世界的な金融危機

等の影響を受け、個々の銘柄の時価の下落

が当該銘柄固有の要因よりも市場の諸要因

の変動による株式市場全体の下落に起因す

るものが多く、かつ株式等の価格変動が急

激に大きくなっている状況等を勘案して、

当事業年度から、時価が取得原価に比べて

50％以上下落している銘柄について原則と

して減損処理を行い、時価が取得原価の

30％以上50％未満下落している銘柄につい

ては一定の要件を満たした場合に減損処理

を行っております。 

 なお、この変更が損益に与える影響はあ

りません。 
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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20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当連結会計年度より「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日公表

分）が適用されたことに伴い、主として移動平均法によ

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。 

 なお、この変更が損益に与える影響は軽微でありま

す。  

（金融商品に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しておりま

す。 

 なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。    

       

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」

に含まれる「商品」「貯蔵品」は、それぞれ580,171千

円、9,197千円であります。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固定資

産賃貸料」（当連結会計年度は645千円）は、金額的重要

性が乏しくなったため、「その他の営業外収益」に含め

て表示しております。 

  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「債権売

却損」（当連結会計年度は149千円）は、金額的重要性が

乏しくなったため、「その他の営業外費用」に含めて表

示しております。 
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 連結貸借対照表に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め、開示を省略しております。  

   

 連結損益計算書に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め、開示を省略しております。 

  

 連結株主資本等変動計算書に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため、開示を省略しております。 

  

  

 リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開

示を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 金融商品に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示

を省略しております。 

  

有価証券に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を

省略しております。 

  

 デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め、開示を省略しております。 

  

 退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示

を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

（連結株主資本等変動計算書関係）

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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

記されている現金及び預金勘定の金額は一致しており

ます。 

※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 5,583,783千円 

  
預入期間が３か月を超える定

期預金 
△1,500,000千円 

  現金及び現金同等物 4,083,783千円 

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）
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 税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開

示を省略しております。 

  

  

     前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21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21年４月１日  至 平成22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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、

開示を省略しております。 

  

（追加情報）  

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11

月28日）及び「賃貸等不動産の時価等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23号 平

成20年11月28日）を適用しております。 

  

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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

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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 同上  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

同上 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

同上 

  

（税効果会計関係）

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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 関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め、開示を省略しております。 

   

 （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。 

  

  

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額      円 銭1,692 83

１株当たり当期純利益       円 銭62 52

１株当たり純資産額 円 銭1,716 28

１株当たり当期純利益 円 銭56 32

 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 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（千円）       627,284       444,673

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）       627,284       444,673

期中平均株式数（株）       10,033,031       7,895,306

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,870,474 5,361,279

受取手形 1,484 －

売掛金 674,040 553,175

商品 424,681 350,285

貯蔵品 10,060 11,003

前払費用 45,460 39,142

繰延税金資産 66,083 45,561

未収入金 10,491 15,644

その他 43,693 13,901

貸倒引当金 △4,114 △3,375

流動資産合計 6,142,355 6,386,617

固定資産   

有形固定資産   

建物 646,032 625,078

減価償却累計額 △289,474 △329,375

建物（純額） 356,558 295,703

機械及び装置 43,561 43,561

減価償却累計額 △34,484 △36,492

機械及び装置（純額） 9,076 7,068

工具、器具及び備品 421,152 406,867

減価償却累計額 △274,541 △309,009

工具、器具及び備品（純額） 146,610 97,858

土地 1,099,220 1,099,220

有形固定資産合計 1,611,465 1,499,852

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

電話加入権 1,109 1,109

ソフトウエア 97,167 87,456

無形固定資産合計 1,245,243 1,235,533

投資その他の資産   

投資有価証券 1,282,270 1,329,584

関係会社株式 16,000 16,000

出資金 100 100

長期預金 2,200,000 2,200,000

長期貸付金 310 －

長期前払費用 95,641 123,819

繰延税金資産 93,709 99,024

敷金及び保証金 1,053,661 702,920

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

会員権 450 450

その他 17,781 4,092

貸倒引当金 △18,231 △4,542

投資その他の資産合計 5,175,119 4,904,874

固定資産合計 8,031,828 7,640,259

資産合計 14,174,184 14,026,877
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 321,554 308,291

リース債務 42,066 33,937

未払金 205,569 96,120

未払法人税等 122,802 24,670

預り金 18,549 16,354

前受収益 11,753 2,887

賞与引当金 68,212 42,285

返品調整引当金 37,837 30,396

ポイント引当金 16,605 19,494

その他 39,222 1,973

流動負債合計 884,173 576,411

固定負債   

リース債務 100,928 85,741

退職給付引当金 80,159 87,356

役員退職慰労引当金 121,900 127,793

預り保証金 22,811 25,977

固定負債合計 325,799 326,869

負債合計 1,209,973 903,281

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,589,052 2,589,052

資本剰余金   

資本準備金 2,718,862 2,718,862

資本剰余金合計 2,718,862 2,718,862

利益剰余金   

利益準備金 95,750 95,750

その他利益剰余金   

別途積立金 14,395,000 14,695,000

繰越利益剰余金 1,149,132 1,031,757

利益剰余金合計 15,639,882 15,822,507

自己株式 △6,991,088 △6,991,355

株主資本合計 13,956,709 14,139,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,381 △58,354

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △992,497 △1,015,470

純資産合計 12,964,211 13,123,596

負債純資産合計 14,174,184 14,026,877
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 7,704,794 6,384,158

売上原価   

期首商品たな卸高 557,554 424,681

当期商品仕入高 3,408,380 2,915,936

合計 3,965,934 3,340,618

期末商品たな卸高 424,681 350,285

売上原価 3,541,252 2,990,333

売上総利益 4,163,541 3,393,825

返品調整引当金繰入額 18,385 －

返品調整引当金戻入額 － 7,441

差引売上総利益 4,145,155 3,401,266

販売費及び一般管理費   

販売手数料 364,235 310,362

運賃 191,671 167,301

広告宣伝費 47,593 35,680

役員報酬 72,522 58,370

給料及び賞与 1,139,105 999,890

賞与引当金繰入額 68,212 41,781

退職給付費用 21,089 19,458

役員退職慰労引当金繰入額 5,266 5,893

福利厚生費 197,306 181,632

旅費及び交通費 100,895 77,780

通信費 21,343 20,884

交際費 1,713 773

支払手数料 135,102 126,133

水道光熱費 24,209 27,052

賃借料 367,560 418,255

消耗品費 98,127 46,734

租税公課 15,503 18,747

減価償却費 171,129 176,669

修繕費 1,970 2,658

保険料 4,348 4,303

募集費 24,645 4,422

事業税 12,257 9,260

貸倒損失 4,818 －

貸倒引当金繰入額 4,114 －

その他 52,210 38,724

販売費及び一般管理費合計 3,146,953 2,792,771

営業利益 998,201 608,495
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 100,478 29,710

受取配当金 11,889 13,261

受取手数料 24,824 21,831

固定資産賃貸料 1,685 －

雑収入 12,915 29,504

営業外収益合計 151,793 94,308

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 5,505 －

為替差損 － 746

雑損失 8,337 575

営業外費用合計 13,842 1,321

経常利益 1,136,152 701,482

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,830

その他 － 14,094

特別利益合計 － 18,925

特別損失   

店舗閉鎖損失 12,413 5,786

固定資産除却損 － 447

投資有価証券売却損 － 1,411

減損損失 14,748 34,062

投資有価証券評価損 8,731 －

過年度ポイント引当金繰入額 13,813 －

特別損失合計 49,706 41,707

税引前当期純利益 1,086,446 678,699

法人税、住民税及び事業税 410,000 227,262

法人税等調整額 121,475 31,946

法人税等合計 531,475 259,209

当期純利益 554,970 419,490
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,589,052 2,589,052

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,589,052 2,589,052

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,718,862 2,718,862

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,718,862 2,718,862

その他資本剰余金   

前期末残高 18  

当期変動額   

自己株式の処分 △18 －

当期変動額合計 △18 －

資本剰余金合計   

前期末残高 2,718,880 2,718,862

当期変動額   

自己株式の処分 △18 －

当期変動額合計 △18 －

当期末残高 2,718,862 2,718,862

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 95,750 95,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 95,750 95,750

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 13,795,000 14,395,000

当期変動額   

別途積立金の積立 600,000 300,000

当期変動額合計 600,000 300,000

当期末残高 14,395,000 14,695,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,644,433 1,149,132

当期変動額   

別途積立金の積立 △600,000 △300,000

剰余金の配当 △450,271 △236,865

当期純利益 554,970 419,490

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △495,301 △117,374

当期末残高 1,149,132 1,031,757
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 15,535,183 15,639,882

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △450,271 △236,865

当期純利益 554,970 419,490

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 104,698 182,625

当期末残高 15,639,882 15,822,507

自己株式   

前期末残高 △183,097 △6,991,088

当期変動額   

自己株式の取得 △6,808,106 △267

自己株式の処分 115 －

当期変動額合計 △6,807,990 △267

当期末残高 △6,991,088 △6,991,355

株主資本合計   

前期末残高 20,660,019 13,956,709

当期変動額   

剰余金の配当 △450,271 △236,865

当期純利益 554,970 419,490

自己株式の取得 △6,808,106 △267

自己株式の処分 96 －

当期変動額合計 △6,703,310 182,357

当期末残高 13,956,709 14,139,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 8,628 △35,381

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,009 △22,972

当期変動額合計 △44,009 △22,972

当期末残高 △35,381 △58,354

土地再評価差額金   

前期末残高 △957,116 △957,116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △948,488 △992,497

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,009 △22,972

当期変動額合計 △44,009 △22,972

当期末残高 △992,497 △1,015,470
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 19,711,531 12,964,211

当期変動額   

剰余金の配当 △450,271 △236,865

当期純利益 554,970 419,490

自己株式の取得 △6,808,106 △267

自己株式の処分 96 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,009 △22,972

当期変動額合計 △6,747,320 159,384

当期末残高 12,964,211 13,123,596
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該当事項はありません。 

  

  

 なお、上記有価証券の減損処理基準以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から重要な

変更がないため、開示を省略しております。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

（追加情報） 

 従来、その他有価証券の時価が取得原価

に比べて30％以上下落している銘柄につい

ては回復可能性がないものとして減損処理

を行っておりましたが、世界的な金融危機

等の影響を受け、個々の銘柄の時価の下落

が当該銘柄固有の要因よりも市場の諸要因

の変動による株式市場全体の下落に起因す

るものが多く、かつ株式等の価格変動が急

激に大きくなっている状況等を勘案して、

当事業年度から、時価が取得原価に比べて

50％以上下落している銘柄について原則と

して減損処理を行い、時価が取得原価の

30％以上50％未満下落している銘柄につい

ては一定の要件を満たした場合に減損処理

を行っております。 

 なお、この変更が損益に与える影響はあ

りません。 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）  

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当事業年度より「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日公表分）

が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原

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。 

 なお、この変更が損益に与える影響は軽微でありま

す。  

（金融商品に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

 なお、これに伴う損益に与える影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「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））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

  （損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「固定資産賃

貸料」（当事業年度は645千円）は、金額的重要性が乏し

くなったため、「その他の営業外収益」に含めて表示し

ております。 
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 (1)役員の異動 

    開示内容が定まった時点で開示いたします。  

６．その他
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