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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 1,175 △28.4 113 △57.9 142 △52.1 86 △51.6
25年3月期第1四半期 1,640 △3.8 270 △4.9 297 △4.7 179 △6.5

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

26年3月期第1四半期 11.25 ―
25年3月期第1四半期 23.27 ―

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

26年3月期第1四半期 14,415 13,558 94.1 1,755.25
25年3月期 14,883 13,842 93.0 1,792.00
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  13,558百万円 25年3月期  13,842百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 50.00 50.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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) 2,470 △22.8 200 △55.0 230 △53.1 140 △52.9 18.12
通期 4,890 △15.3 400 △40.2 440 △40.1 260 △41.8 33.66



(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１四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 

(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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 12,984,233 株 25年3月期 12,984,233 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 5,259,503 株 25年3月期 5,259,503 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 7,724,730 株 25年3月期1Q 7,724,756 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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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）業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、政権交代後の経済政策や日本銀行の金融政策への期待から円安株

高が進行し、経営環境改善の兆しが見られるようになりました。婦人靴業界においても景気回復の期待感から消費

マインドは上向いてきているものの、事業環境は競争が激化するなど、依然として厳しい状況で推移しておりま

す。 

 このような事業環境のもとで、当社は、主要４ブランドの再生に本格的に取組むとともに、特に健康と歩く機能

の価値を重視したwater massage®ブランドの拡販と、店頭でのフィッティングを中心としたコンサルティング・セ

ールスの強化による顧客満足の最大化に注力してまいりました。しかしながら、競争が激化した事業環境下におい

て、春夏商戦は当初想定以上の苦戦を強いられ、前事業年度に市場投入した商品の消化が進んでいない状況にあり

ます。これから迎える秋冬商戦に巻き返しを図るべく、在庫の圧縮を最優先事項として店頭販売に注力いたしまし

た。 

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）と大幅減となり、この売

上減少に伴う粗利益の減少を経費削減等で吸収しきれず、営業利益は 百万円（同 ％減）、経常利益は 百

万円（同 ％減）、四半期純利益は 百万円（同 ％減）となりました。 

 なお、当第１四半期累計期間の店舗出退店数は、出店３店舗、退店１店舗（店舗統合による減少）となってお

り、当第１四半期会計期間末の店舗数は 店舗となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。主

な増減は、現金及び預金の減少 百万円、売掛金の増加 百万円、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 百万円減少し、 百万円となりました。主な増減は、未払法人税等

の減少 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 百万円減少し、 百万円となりました。主な増減は、

利益剰余金の減少 百万円等によるものであります。 

 当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況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 百万円の支出（前年同四半期は 百万円の収入）となりました。これは

主に、税引前四半期純利益 百万円、売上債権の増加 百万円、たな卸資産の減少 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）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想につきましては、当社を取り巻く厳しい市場環境等を勘案し、第２四半期累計期間及び通期の業績予想

を修正しております。詳細につきましては、本日（平成25年８月８日）公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

  

（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１四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 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,175 28.4

113 57.9 142

52.1 86 51.6

95

468 14,415

1,511 133 1,000

185 856

148

283 13,558

299

98 82

139 133 69

197

510 25

1,500 3,028

1,000

394 25

386

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,167,373 4,655,912

売掛金 346,528 479,846

有価証券 － 1,000,000

商品 716,819 650,602

繰延税金資産 98,299 98,299

その他 79,773 49,909

流動資産合計 7,408,794 6,934,571

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 227,978 222,923

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 31,079 38,334

有形固定資産合計 1,358,278 1,360,479

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 25,857 20,954

無形固定資産合計 1,172,823 1,167,921

投資その他の資産   

投資有価証券 1,718,218 1,740,958

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 73,025 65,335

敷金及び保証金 453,357 452,923

役員に対する保険積立金 435,504 435,504

その他 63,991 57,316

投資その他の資産合計 4,944,097 4,952,037

固定資産合計 7,475,199 7,480,438

資産合計 14,883,994 14,415,010
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 171,925 133,601

未払金 112,213 107,863

未払法人税等 202,000 53,421

賞与引当金 29,000 14,500

返品調整引当金 136,538 94,052

ポイント引当金 9,815 9,991

その他 42,053 106,661

流動負債合計 703,546 520,090

固定負債   

退職給付引当金 135,693 136,505

役員退職慰労引当金 141,174 143,278

資産除去債務 37,364 36,194

その他 23,525 20,121

固定負債合計 337,757 336,099

負債合計 1,041,304 856,190

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 16,628,324 16,328,994

自己株式 △7,118,380 △7,118,380

株主資本合計 14,817,858 14,518,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,052 △2,592

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △975,168 △959,709

純資産合計 13,842,689 13,558,819

負債純資産合計 14,883,994 14,415,010

株式会社卑弥呼(9892) 平成26年３月期 第１四半期決算短信

- 4 -



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,640,797 1,175,114

売上原価 784,446 532,388

売上総利益 856,350 642,726

販売費及び一般管理費 585,872 528,732

営業利益 270,478 113,994

営業外収益   

受取利息 3,456 5,620

受取手数料 21,025 18,037

その他 2,118 4,681

営業外収益合計 26,600 28,339

経常利益 297,078 142,333

特別損失   

減損損失 5,551 2,956

投資有価証券評価損 1,562 －

特別損失合計 7,113 2,956

税引前四半期純利益 289,965 139,377

法人税等 110,244 52,470

四半期純利益 179,721 86,906
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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１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30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 289,965 139,377

減価償却費 26,816 26,090

減損損失 5,551 2,956

引当金の増減額（△は減少） △336 △53,893

受取利息及び受取配当金 △3,847 △6,168

売上債権の増減額（△は増加） △191,375 △133,318

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,923 69,235

仕入債務の増減額（△は減少） 57,748 △38,324

その他 86,352 85,572

小計 245,951 91,528

利息及び配当金の受取額 5,662 7,449

法人税等の支払額 △169,000 △197,885

営業活動によるキャッシュ・フロー 82,613 △98,907

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 △2,361 △1,500,000

定期預金の払戻による収入 － 3,028,344

有価証券の取得による支出 － △1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △2,173 △27,744

敷金及び保証金の回収による収入 200 12,513

その他 △21,633 △2,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,967 510,368

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △361,125 △386,298

その他 △8,236 △8,277

財務活動によるキャッシュ・フロー △369,362 △394,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △312,715 16,884

現金及び現金同等物の期首残高 870,241 639,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 557,525 655,912
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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）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

株式会社卑弥呼(9892) 平成26年３月期 第１四半期決算短信

- 7 -




