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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年3月期第3四半期 4,894 7.3 602 △13.7 658 △12.3 402 △8.0
24年3月期第3四半期 4,562 ― 698 ― 750 ― 437 ―

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

25年3月期第3四半期 52.07 ―
24年3月期第3四半期 56.60 ―

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

25年3月期第3四半期 14,907 13,782 92.5 1,784.20
24年3月期 14,763 13,747 93.1 1,779.69
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,782百万円 24年3月期  13,747百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

24年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 50.00 50.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 5,550 0.2 595 △15.7 661 △14.4 390 △14.0 50.49



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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、税引前四
半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２ 「２．サマリー情報（注記事
項）に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 12,984,233 株 24年3月期 12,984,233 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 5,259,443 株 24年3月期 5,259,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 7,724,778 株 24年3月期3Q 7,724,951 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を中心に内需主導のもと、緩やかな回復

の動きを見せておりますが、長引くデフレや世界経済の減速懸念の高まり、為替や株価の大幅な変動などにより、

景気の先行き不透明感は依然として否めない状況であります。  

 当社が属する婦人靴業界におきましては、お客様の趣味趣向・ライフスタイルの多様化により、ファストファッ

ションとプレミアムブランドビジネスの二極化が一層顕著となり、事業の淘汰と差別化による競争激化は増すばか

りの厳しい状況が続いております。 

 このような厳しい状況下において当社は、全国主要百貨店とタイアップした期間限定催事によるキャラバン販売

（卑弥呼BLACKパンプスプロジェクト）や、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用したWebマー

ケティングの導入とWebチャネルの拡大等により多様なお客様ニーズの集中的な掘り起こしを行うなど、ブランド

ポートフォリオの再構築を睨んだ中長期的な視点に立ったブランド戦略を実践いたしました。しかしながら、夏場

から秋口の記録的な猛暑等の天候不順に見舞われました影響により、高単価アイテムであるブーツを中心とした秋

冬物の季節性商品の販売が低調に推移いたしました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は 百万円

（前年同四半期比 ％減）、経常利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）、四半期純利益は 百万円（前

年同四半期比 ％減）となりました。 

 なお、当第３四半期累計期間の店舗出退店数は、出店９店舗、退店20店舗となっており、当第３四半期会計期間

末の店舗数は107店舗となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末における資産は、前事業年度に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。主

な増減は、現金及び預金の増加 百万円、有価証券の減少 百万円、商品の増加 百万円、投資有価証券

の増加 百万円等によるものであります。 

 負債につきましては、前事業年度に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。主な増減は、買掛金の減

少 百万円、未払法人税等の減少 百万円、返品調整引当金の増加 百万円等によるものであります。 

 また、純資産につきましては、前事業年度に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。主な増減は、そ

の他有価証券評価差額金の増加 百万円等によるものであります。 

  当第３四半期累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とおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入（前年同四半期比 百万円減少）となりました。これは

主に、税引前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、引当金の増加 百万円、たな卸資産の増加 百万

円、法人税等の支払額 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 百万円の収入（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。こ

れは主に、定期預金の預入による支出 百万円、定期預金の払戻による収入 百万円、有価証券の売却によ

る収入 百万円、投資有価証券の取得による支出 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・フローは 百万円の支出（前年同四半期比 百万円増加）となりました。これは

主に、配当金の支払額 百万円等によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  業績予想につきましては、平成24年11月９日の「平成25年３月期 第２四半期決算短信」で公表いたしました通

期の業績予想に変更はありません。 

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

  なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,895,029 6,140,603

受取手形及び売掛金 492,938 566,782

有価証券 2,700,000 －

商品 298,903 650,782

繰延税金資産 47,674 47,674

その他 100,255 39,684

流動資産合計 7,534,801 7,445,526

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 246,059 219,645

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 45,381 32,327

有形固定資産合計 1,390,661 1,351,192

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 46,212 32,693

無形固定資産合計 1,193,179 1,179,660

投資その他の資産   

投資有価証券 1,351,032 1,693,553

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 82,010 71,444

敷金及び保証金 484,655 460,475

役員に対する保険積立金 435,425 435,504

その他 91,598 70,344

投資その他の資産合計 4,644,722 4,931,321

固定資産合計 7,228,563 7,462,175

資産合計 14,763,364 14,907,702
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 236,014 177,525

未払金 110,340 103,897

未払法人税等 172,284 112,698

賞与引当金 43,000 14,500

返品調整引当金 20,000 319,180

ポイント引当金 15,510 10,195

その他 93,610 65,718

流動負債合計 690,759 803,715

固定負債   

退職給付引当金 109,210 119,955

役員退職慰労引当金 132,563 139,569

資産除去債務 40,866 37,265

その他 42,295 24,650

固定負債合計 324,936 321,440

負債合計 1,015,695 1,125,156

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 16,568,083 16,584,054

自己株式 △7,118,387 △7,118,346

株主資本合計 14,757,611 14,773,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,825 △33,961

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △1,009,942 △991,077

純資産合計 13,747,669 13,782,545

負債純資産合計 14,763,364 14,907,702
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 4,562,604 4,894,141

売上原価 2,118,448 2,578,665

売上総利益 2,444,155 2,315,476

販売費及び一般管理費 1,745,978 1,713,147

営業利益 698,176 602,328

営業外収益   

受取利息 8,873 10,800

受取手数料 30,553 35,420

その他 14,368 10,216

営業外収益合計 53,794 56,437

営業外費用 1,165 －

経常利益 750,806 658,765

特別利益   

関係会社株式売却益 30,000 －

特別利益合計 30,000 －

特別損失   

減損損失 10,894 9,149

投資有価証券評価損 2,698 830

特別損失合計 13,593 9,979

税引前四半期純利益 767,213 648,785

法人税等 329,961 246,577

四半期純利益 437,251 402,208
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 767,213 648,785

減価償却費 98,066 84,478

関係会社株式売却損益（△は益） △30,000 －

減損損失 10,894 9,149

引当金の増減額（△は減少） 6,366 283,115

受取利息及び受取配当金 △13,496 △15,609

売上債権の増減額（△は増加） △128,898 △73,843

たな卸資産の増減額（△は増加） 222,683 △349,865

仕入債務の増減額（△は減少） △132,077 △58,488

その他 63,502 △6,723

小計 864,253 520,999

利息及び配当金の受取額 12,133 18,838

法人税等の支払額 △200,185 △304,126

営業活動によるキャッシュ・フロー 676,201 235,710

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 △3,024,787 △3,504,135

定期預金の払戻による収入 2,500,000 1,500,578

有価証券の取得による支出 △4,200,000 －

有価証券の売却による収入 2,500,000 2,700,000

有形固定資産の取得による支出 △2,002 △9,775

無形固定資産の取得による支出 △4,175 △8,078

投資有価証券の取得による支出 － △314,466

敷金及び保証金の差入による支出 △159 △215

敷金及び保証金の回収による収入 47,219 72,834

関係会社株式の売却による収入 30,000 －

その他 △1,959 △20,432

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,155,863 416,309

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △193,630 △385,210

その他 △24,935 △24,792

財務活動によるキャッシュ・フロー △218,565 △410,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,698,227 242,016

現金及び現金同等物の期首残高 2,386,280 870,241

現金及び現金同等物の四半期末残高 688,053 1,112,258
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  該当事項はありません。 

     

  該当事項はありません。 

    

 当社は靴製品等卸・小売事業のほか、不動産賃貸事業を行っておりますが、靴製品等卸・小売事業の売上高及び

営業利益の金額が、いずれも事業セグメントの合計額の90％を超え、報告セグメントは当該事業のみであるため、

セグメント情報の記載を省略しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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