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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 3,696 △24.5 265 △55.9 328 △50.1 198 △50.7
25年3月期第3四半期 4,894 7.3 602 △13.7 658 △12.3 402 △8.0

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3四半期 25.66 ―
25年3月期第3四半期 52.07 ―

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3四半期 14,454 13,670 94.6 1,769.74
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3四半期 13,670百万円 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 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 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、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 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 

(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
②①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3Q 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3Q 5,259,679 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3Q 7,724,638 株 25年3月期3Q 7,724,778 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３四半期累計期間における我が国経済は、各種政策効果の発現や輸出環境の改善を背景として景気は緩や

かに回復しつつあり、企業収益にも幅広く改善の動きがみられました。また、雇用情勢においても改善傾向が続

いており、個人消費もこれらの影響を反映し持ち直しの動きがみられるものの、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、当社は、主要４ブランドの再生に継続的に取り組むことに加え、商品力の源泉であ

る企画開発部門の環境整備及び業務見直しを実施することに注力してまいりましたが、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する等当初想定以上の苦戦を強いられました。 

状況を打開すべく、更なる商品開発力の向上と抜本的なビジネスシステムの再構築を図るべく、原点に立ち返

り、「ブランドビジネス」を追求してまいります。その実現への第一歩として、機能別組織からブランド事業部制

への移行を平成25年12月に実施し、製造から販売までを一気通貫で行うことで、業務精度、スピード及びブランド

に係る全ての人たちのブランドエンゲージメントを高めていく所存です。 

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24.5％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55.9％減）、経常利益は 百万円（同

50.1％減）、四半期純利益は 百万円（同50.7％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４店舗、退店５店舗（再編による減少を含む）となってお

り、当第３四半期会計期間末の店舗数は92店舗となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

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429百万円減少し、 百万円となりました。主

な増減は、現金及び預金の減少1,407百万円、有価証券の増加1,000百万円、投資有価証券の増加529百万円、長期

預金の減少400百万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257百万円減少し、 百万円となりました。主な増減は、買掛金の減少

72百万円、未払法人税等の減少202百万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172百万円減少し、 百万円となりました。主な増減は、

利益剰余金の減少188百万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104百万円減少）となりました。これは

主に、税引前四半期純利益 百万円、売上債権の増加額 百万円、たな卸資産の減少額 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（前年同四半期比23百万円減少）となりました。これは

主に、定期預金の預入による支出 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、有価証券の売却による収入 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７百万円減少）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、平成25年８月８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。   

   

（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 

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
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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３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,167,373 4,760,160

売掛金 346,528 439,734

有価証券 － 1,000,000

商品 716,819 521,963

繰延税金資産 98,299 98,299

その他 79,773 80,938

流動資産合計 7,408,794 6,901,095

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 227,978 211,836

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 31,079 40,326

有形固定資産合計 1,358,278 1,351,383

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 25,857 15,930

無形固定資産合計 1,172,823 1,162,897

投資その他の資産   

投資有価証券 1,718,218 2,248,027

長期預金 2,200,000 1,800,000

繰延税金資産 73,025 65,460

敷金及び保証金 453,357 443,229

役員に対する保険積立金 435,504 435,585

その他 63,991 46,366

投資その他の資産合計 4,944,097 5,038,669

固定資産合計 7,475,199 7,552,950

資産合計 14,883,994 14,454,045
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 171,925 99,583

未払金 112,213 107,424

未払法人税等 202,000 －

賞与引当金 29,000 6,500

返品調整引当金 136,538 159,327

ポイント引当金 9,815 10,373

その他 42,053 66,401

流動負債合計 703,546 449,610

固定負債   

退職給付引当金 135,693 134,946

役員退職慰労引当金 141,174 146,788

資産除去債務 37,364 34,112

その他 23,525 18,103

固定負債合計 337,757 333,951

負債合計 1,041,304 783,561

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 16,440,289

自己株式 △7,118,380 △7,118,570

株主資本合計 14,817,858 14,629,634

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,052 △2,033

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △975,168 △959,149

純資産合計 13,842,689 13,670,484

負債純資産合計 14,883,994 14,454,045
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 4,894,141 3,696,056

売上原価 2,578,665 1,877,410

売上総利益 2,315,476 1,818,645

販売費及び一般管理費 1,713,147 1,553,181

営業利益 602,328 265,463

営業外収益   

受取利息 10,800 21,765

受取手数料 35,420 30,926

その他 10,216 10,403

営業外収益合計 56,437 63,095

経常利益 658,765 328,559

特別損失   

減損損失 9,149 9,751

投資有価証券評価損 830 －

特別損失合計 9,979 9,751

税引前四半期純利益 648,785 318,807

法人税等 246,577 120,605

四半期純利益 402,208 198,201
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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 648,785 318,807

減価償却費 84,478 69,623

減損損失 9,149 9,751

引当金の増減額（△は減少） 283,115 5,714

受取利息及び受取配当金 △15,609 △27,045

売上債権の増減額（△は増加） △73,843 △93,206

たな卸資産の増減額（△は増加） △349,865 200,232

仕入債務の増減額（△は減少） △58,488 △72,342

その他 △6,723 44,597

小計 520,999 456,132

利息及び配当金の受取額 18,838 29,506

法人税等の支払額 △304,126 △354,775

営業活動によるキャッシュ・フロー 235,710 130,863

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 △3,504,135 △5,600,000

定期預金の払戻による収入 1,500,578 7,528,344

有価証券の取得による支出 － △2,000,000

有価証券の売却による収入 2,700,000 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △9,775 △45,085

投資有価証券の取得による支出 △314,466 △507,750

敷金及び保証金の回収による収入 72,834 22,247

その他 △28,726 △4,865

投資活動によるキャッシュ・フロー 416,309 392,891

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △385,210 △384,953

その他 △24,792 △17,669

財務活動によるキャッシュ・フロー △410,003 △402,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 242,016 121,131

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 1,112,258 760,160
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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３四半期決算短信

－ 7 －


	短信サマリー情報.pdf
	決算短信本文（最終）.pdf



