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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の業績（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

（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 ％

27年３月期第２四半期 2,040 △13.0 32 △84.1 97 △61.6 62 △60.0

26年３月期第２四半期 2,344 △26.7 201 △54.5 253 △48.3 155 △47.7
　

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

27年３月期第２四半期 8.13 －

26年３月期第２四半期 20.12 －
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第２四半期 14,232 13,265 93.2

26年３月期 14,646 13,752 93.9
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 13,265百万円 26年３月期 13,752百万円
　

　

２．配当の状況

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

26年３月期 － 0.00 － 50.00 50.00

27年３月期 － 0.00

27年３月期(予想) － 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

　

３．平成27年３月期の業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％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
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 4,030 △13.4 55 △83.6 155 △63.8 95 △61.7 12.74
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（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２四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

　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
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期２Ｑ 12,984,233株 26年３月期 12,984,233株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 5,709,198株 26年３月期 5,259,679株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 7,637,902株 26年３月期２Ｑ 7,724,670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
(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．３「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．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間における我が国経済は、全体的には緩やかな回復基調が続いておりますが、海外の経

済情勢に対する懸念の高まりや国内の個人消費回復の動きが足踏み状態であるなど先行きに不透明さもみられ

てきております。

婦人靴業界におきましては、消費税引き上げに伴う消費マインドの減退に加え、不安定な天候の影響や円安

による原材料価格の上昇など依然として厳しい状況が続いております。

このような事業環境のもとで、当社は引き続きブランド力の強化を目的として、マーチャンダイジング力の

向上、国内靴メーカーとの関係強化及び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推

進に努め、顧客満足の最大化に注力してまいりました。

しかしながら例年売上の柱となってきたサンダルの需要減に加えて、当社の品揃えが薄いスニーカーの流行、

セール開催時期の分散によりセールが盛り上がりに欠けたこと等も重なり、当初想定以上の苦戦を強いられま

した。さらには、在庫内容の健全化を図るべく長期滞留商品の処分を行ったことにより、売上総利益率が悪化

することとなりました。

これに対し、平成26年10月以降はより一層市場競争力のある商品を開発するべく商品原価率の見直しを行う

と同時に、従来の店頭コンサルティングセールスに磨きをかけ人時生産性の高い接客体制を整えること等によ

り、業績回復へ向けて巻き返しを図ってまいります。

また、収益性の高いweb事業部門においては、従来のECモール経由の販売が引き続き好調であることに加え、

平成26年８月にオープンした自社ECサイト「卑弥呼Online Shop」での販売が順調に推移しております。今後は

実店舗とECの顧客情報の統合を進め、チャネル間での相互送客による売上拡大を目指してまいります。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,040百万円(前年同四半期比13.0％減)、営業利益は32百万円

(同84.1％減)、経常利益は97百万円(同61.6％減)、四半期純利益は62百万円(同60.0％減)となりました。

なお、当第２四半期累計期間の店舗出退店数は、自社ECサイトの出店１店舗、退店５店舗となり、当第２四

半期会計期間末の店舗数は89店舗となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末における資産は、前事業年度に比べ414百万円減少し、14,232百万円となりました。

主な増減は、現金及び預金の増加503百万円、有価証券の減少1,000百万円、投資有価証券の増加334百万円等に

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73百万円増加し、967百万円となりました。主な増減は、買掛金の増

加45百万円、未払金の減少81百万円、繰延税金負債の増加76百万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487百万円減少し、13,265百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の減少324百万円、自己株式の増加382百万円、その他有価証券評価差額金の増加218百万円によ

るものであります。

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ３百万

円増加し、当第２四半期会計期間末には408百万円となりました。

当第２四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。

営業活動の結果獲得した資金は271百万円(前年同四半期は９百万円の使用)となりました。これは主に、税引

前四半期純利益91百万円、売上債権の減少額104百万円等によるものであります。

投資活動の結果獲得した資金は499百万円(前年同四半期比1,019百万円減少)となりました。これは主に、定

期預金の預入による支出1,500百万円、定期預金の払戻による収入1,000百万円、有価証券の売却による収入

1,000百万円等によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は767百万円(前年同四半期比366百万円増加)となりました。これは主に、自己

株式の取得による支出382百万円、配当金の支払額384百万円等によるものであります。
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（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、平成26年10月31日の「業績予想の修正に関するお知らせ」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。

なお、Ｐ．９「３．四半期財務諸表 （４）四半期財務諸表に関する注記事項 (重要な後発事象)」に記載の

とおり、平成27年３月期第３四半期会計期間において、投資有価証券売却益141,293千円を特別利益に計上する

予定でありますが、当該事象は平成26年10月31日の「業績予想の修正に関するお知らせ」の平成27年３月期の

業績予想には織り込んでおらず、平成27年３月期の業績予想は他の要因を含め現在精査中であります。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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２四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、税引前当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。
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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26年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,905,926 5,408,941

売掛金 415,087 310,980

有価証券 1,000,000 －

商品 573,119 630,908

繰延税金資産 60,511 60,511

その他 97,118 79,950

流動資産合計 7,051,763 6,491,291

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 211,845 214,509

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 61,924 56,039

有形固定資産合計 1,372,989 1,369,769

無形固定資産

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 50,408 47,802

無形固定資産合計 1,197,374 1,194,769

投資その他の資産

投資有価証券 2,295,946 2,630,918

長期預金 1,800,000 1,800,000

繰延税金資産 43,862 －

敷金及び保証金 389,818 267,169

役員に対する保険積立金 435,585 435,585

その他 59,387 43,086

投資その他の資産合計 5,024,600 5,176,759

固定資産合計 7,594,965 7,741,298

資産合計 14,646,728 14,232,590
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 244,940 290,035

未払金 171,943 90,545

未払法人税等 － 27,533

賞与引当金 33,000 33,573

返品調整引当金 63,250 59,218

ポイント引当金 11,270 13,997

その他 37,523 40,877

流動負債合計 561,928 555,779

固定負債

退職給付引当金 133,623 133,922

役員退職慰労引当金 148,543 155,053

資産除去債務 31,852 27,948

繰延税金負債 － 76,824

その他 18,055 17,959

固定負債合計 332,074 411,708

負債合計 894,003 967,488

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 16,490,243 16,166,149

自己株式 △7,118,570 △7,501,088

株主資本合計 14,679,588 13,972,975

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 30,253 249,242

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △926,862 △707,873

純資産合計 13,752,725 13,265,102

負債純資産合計 14,646,728 14,232,590
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 2,344,689 2,040,669

売上原価 1,101,987 1,041,623

売上総利益 1,242,702 999,046

販売費及び一般管理費 1,040,798 966,939

営業利益 201,903 32,107

営業外収益

受取利息 13,658 35,833

受取手数料 27,894 20,114

その他 10,062 9,829

営業外収益合計 51,615 65,778

営業外費用

支払手数料 － 474

営業外費用合計 － 474

経常利益 253,519 97,411

特別損失

減損損失 2,956 6,149

特別損失合計 2,956 6,149

税引前四半期純利益 250,562 91,261

法人税等 95,172 29,128

四半期純利益 155,390 62,133
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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２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９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 250,562 91,261

減価償却費 49,947 43,444

減損損失 2,956 6,149

引当金の増減額（△は減少） △73,623 6,075

受取利息及び受取配当金 △18,453 △42,116

売上債権の増減額（△は増加） △247,939 104,107

たな卸資産の増減額（△は増加） 86,511 △56,612

仕入債務の増減額（△は減少） 121,975 45,095

その他 3,161 △3,016

小計 175,098 194,387

利息及び配当金の受取額 13,401 40,978

法人税等の支払額 △198,454 △18,476

法人税等の還付額 － 54,153

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,954 271,043

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 △1,500,000 △1,500,000

定期預金の払戻による収入 4,028,344 1,000,000

有価証券の取得による支出 △1,000,000 －

有価証券の売却による収入 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △27,795 △47,352

敷金及び保証金の回収による収入 21,963 104,735

その他 △3,435 △57,623

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,519,077 499,758

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 △143 △382,518

配当金の支払額 △385,001 △384,354

その他 △16,354 △915

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,499 △767,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,107,623 3,014

現金及び現金同等物の期首残高 639,028 405,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,746,651 408,941
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、平成26年８月19日及び平成26年９月16日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いまし

た。この結果、自己株式は単元未満株式の買取と併せ、当第２四半期累計期間において382,518千円増加し、当

第２四半期会計期間末において自己株式が7,501,088千円となっております。

（セグメント情報等）

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。

（重要な後発事象）

当社は、保有する投資有価証券の一部を平成26年11月７日に売却しました。これに伴い、平成27年３月期第

３四半期会計期間において、投資有価証券売却益141,293千円を特別利益に計上する予定であります。
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