
 

平成 １８ 年 ３ 月期   決算短信（連結） 平成１８年５月２６日 

会 社 名  株式会社リ－ガルコ－ポレ－ション    上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 
コ －ド番号   ７９３８                  本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.regal.co.jp） 

代   表   者   役  職  名  代表取締役社長 

         氏    名  伊 藤  利 男 

問い合わせ先          責任者役職名  常務取締役管理本部長 

         氏    名  室 山    勝       ＴＥＬ（０３）４５５５－５００５ 

決算取締役会開催日  平成１８年５月２６日 

親会社等の名称 株式会社ニッピ (コード番号：7932)   親会社等における当社の議決権所有比率 24.3％ 

米国会計基準採用の有無   無 

 

１．１８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 

(1) 連結経営成績                                                      (注)金額は百万円未満を切り捨て 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円   ％
３６，９３７（△ 0.7）
３７，１９０（△ 2.7）

百万円   ％
８０２（    5.3）
７６２（△ 21.5）

百万円   ％
６００（    6.5）
５６３（△ 31.1）

 

 当期純利益 
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 

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円   ％ 
２１６（△ 39.5） 
３５７（△  2.5） 

円  銭
  ７ １０
１１ ７３

円  銭
－ －
－ －

％
  ２．８ 
  ４．９ 

％ 
  １．８ 
  １．７ 

％
  １．６ 
  １．５ 

(注) ① 持分法投資損益      １８年３月期    119百万円     １７年３月期    153百万円 

 ② 期中平均株式数（連結）  １８年３月期  30,504,031 株     １７年３月期  30,507,730 株 

 ③ 会計処理の方法の変更   無 

 ④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円 
    ３２，６４９ 
    ３３，４７２ 

百万円
     ８，３３７ 
     ７，３２８ 

％ 
   ２５．５ 
   ２１．９ 

円   銭
  ２７３  ３７ 
  ２４０  １９ 

(注) 期末発行済株式数（連結）  １８年３月期  30,497,524 株    １７年３月期  30,510,538 株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円 
     ６２０ 
     ７２９ 

百万円
     ２９９ 
   △ ２７８ 

百万円 
   △ ９０５ 
   △ ８９３ 

百万円
   ２，２１１ 
   ２，０９０ 

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  ２５社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数  ５社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ２社   (除外)  １社    持分法 (新規) －社   (除外)  １社 
 
２．１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
     １７，１００ 
     ３７，２００ 

百万円
       △ ２００ 
        ６５０ 

百万円
       △ ３４０ 
        ４００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） １３円 １１銭 

※ 上記の予想は、本資料発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

  実際の業績は今後様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。 
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１． 企業集団の状況 
 

（１）事業の内容 

 

当連結会計年度末現在における当社の企業集団は、当社、子会社22社及び関連会社５社で構成され、その主要

な事業は靴の製造及び販売であります。 

当社グループの事業に係わる位置づけは次の通りであります。 

 

区分 主要製品 主要な会社 

卸売 
紳士靴 
婦人靴 

当社、㈱フィット北日本、㈱フィット東北日本、㈱フィット関東日本、
㈱フィット東日本、㈱フィット中部日本、㈱フィット近畿日本、㈱ジー
ベック、㈱フィット西日本、㈱タップス、㈱タップスウェスト、 販売事業 

小売 
紳士靴 
婦人靴 

当社、㈱ニッカ、東北リーガルシューズ㈱、上海麗格鞋業有限公司 

 製造加工 
紳士靴 
婦人靴 

当社、岩手製靴㈱、岩手シューズ㈱、 
米沢製靴㈱、チヨダシューズ㈱、東立製靴㈱、㈱ボーグ 
その他会社３社(国内) 

生産事業 修理・材料 
紳士靴 
婦人靴 
材料 

㈱ニッカエンタープライズ 

 材料 材料 
㈱ニッピ 
その他会社２社(国内) 

調査・研究 
開発事業 

調査研究開発他  ㈱日本靴科学研究所 

(注)１ 鹿児島製靴㈱は平成17年8月31日をもって解散し、平成18年2月28日に清算を結了いたしました。 

  ２ ㈱コースト及び㈱ニスコは平成17年9月30日をもって解散し、平成18年2月28日に清算を結了いたしました。 

  ３ 中国上海市内で「リーガル」ブランドの靴の小売を行うために、伊藤忠商事グループとの合弁会社、上海麗格鞋業有限

公司を平成17年7月19日付で設立し、当連結会計年度より連結子会社といたしました。 
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（２）関係会社の状況 
 
 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 住所 
資本金 
又は出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 所有割合

(％) 
被所有割合
(％) 

関係内容 

(連結子会社)     

㈱フィット北日本 東京都足立区 10 靴関連 100.0 ― 
当社製品を卸売、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

㈱フィット東北日本 〃 10 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

㈱フィット関東日本 〃 10 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

㈱フィット東日本 〃 40 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

㈱フィット中部日本 〃 10 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

㈱フィット近畿日本 〃 20 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

㈱ジーベック 〃 10 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

㈱フィット西日本 〃 10 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、 
役員の兼任1名等 

㈱タップス 〃 20 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

㈱タップスウェスト 〃 10 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、 
役員の兼任1名等 

岩手製靴㈱ 〃 10 〃 
100.0
(50.0)

― 
当社製品の製造、資金援助、土地
建物他を賃貸、役員の兼任1名等

岩手シューズ㈱ 〃 10 〃 
100.0
(50.0)

― 
当社製品の製造、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

米沢製靴㈱ 〃 10 〃 
100.0
(50.0)

― 
当社製品の製造、土地建物他を賃
貸、役員の兼任1名等 

チヨダシューズ㈱ 〃 490 〃 
71.5
(4.7)

― 
当社製品の製造、資金援助、機械
装置他を賃貸、役員の兼任2名等

㈱ニッカ 〃 40 〃 100.0 ― 
当社製品の小売、資金援助、土地
建物他を賃貸、役員の兼任1名等

東北リーガルシューズ㈱ 〃 10 〃 
60.0
(60.0)

― 
当社製品の小売、資金援助、土地
建物他を賃貸、役員の兼任1名等

㈱ニッカ 
エンタープライズ 

〃 10 〃 
100.0
(93.3)

― 
当社製品の修理、材料販売、機械
装置他を賃貸、資金援助、役員の
兼任1名等 

上海麗格鞋業有限公司 中国上海市 100 〃 60.0 ― 
当社製品の小売、 
役員の兼任2名等 

その他４社     

(持分法適用関連会社)     

㈱ニッピ 東京都足立区 3,500 皮革 24.4 24.3 
当社に靴材料・商品を販売、 
役員の兼任4名等 

東立製靴㈱ 千葉県柏市 10 靴関連 33.0 ― 
当社製品の製造、材料販売、 
役員の兼任1名等 

㈱ボーグ 千葉県松戸市 35 靴関連 39.0 ― 
当社製品の製造、 
役員の兼任1名等 

その他２社     

 (注) １ 上記の子会社は特定子会社には該当いたしません。 

２ チヨダシューズ㈱及び㈱ニッピは有価証券報告書を提出しております。 

３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内書であります。 

４ 上海麗格鞋業有限公司の所有割合は、提出会社の出資比率であります。 
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２． 経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

 

  当社グループは、お客さま第一主義の経営姿勢に徹し、履きやすく魅力ある靴を提案することにより、｢足元から美と健康を創

造する企業｣を目指しております。 

 今後も、さらにお客さまのご支持をいただけるような商品開発、店づくり、販売体制などあらゆる分野で総力を結集し、新たな

成長の基盤を創造することによって、お客さまのご信頼にお応えしてまいる所存であります。  

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 

 当社グループは、当業界の収益が市況動向による影響を受けやすいことから、将来にわたり安定的な経営基盤の確保と競争力の

強化のため内部留保の充実に留意いたしますとともに、配当政策につきましては、安定配当の維持を基本方針といたしております。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 

 当社グループの中期的な経営戦略といたしましては、将来の企業像を「マ－ケット指向で行動する顧客創造企業」といたしまし

た。そのため、①全部門が顧客を基軸に置き、顧客の期待と顧客満足を追求していく、②当社グル－プの小売・卸売・製造におい

て競合関係を考え、市場でのポジショニングを選択して経営資源を集中すべき領域を明確にする、③当社の強みである「リ－ガル

ブランド」、「商品企画力」、「製靴技術」を事業展開に活用する、などに取り組んでまいります。 

 また収益構造につきましては、全社的に人員の最適配置や管理機能の統廃合などによって効率化を図り、「市場環境に左右され

ない経営基盤」の確立を目指してまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

 

当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続くものと予想されますが、このような状況下におきまして、当社

グループは、組織の効率化および合理化、店頭売上を重視した営業活動、新コンセプトの商品および店舗の開発、人材の育成、に

取り組んでまいります。 

① 組織の効率化および合理化 

ブランド特性に応じた販売チャネル別の営業体制のもとで、開発から販売まで一体化した活動をしてまいります。 

② 店頭売上を重視した営業活動 

得意先に対してパートナーの立場をとり、得意先の抱える問題に対する方策を得意先とともに考える、提案型の営業活動

を続けてまいります。 

③ 新コンセプトの商品および店舗の開発 

カジュアル化の流れに対応した、新たなコンセプトの商品、具体的にはトラベルやウォーキングといった切り口からの商

品など、顧客層や商品カテゴリーを絞った商品、店舗を開発してまいります。 

④ 人材の育成 

製品技術の品質を高めることを目的として、国内生産子会社４社および海外生産メーカーへの技術者の派遣や、直営小売店

を中心とした接客販売技術の向上、などに取り組んでまいります。 
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（５）親会社等に関する事項 
 

① 親会社等の商号等 

(平成18年3月31日現在) 

親会社等 属性 

親会社等の議

決権所有割合

(％) 

親会社等が発行する株券が上場さ

れている証券取引所 

株式会社ニッピ 

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該地

の会社 

24.3 株式会社ジャスダック証券取引所

 

② 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他当社と親会社等との関係 

  ⅰ) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、取引関係、人的・資本関係 

     当社の筆頭株主である㈱ニッピ(以下「親会社等」)は、当連結会計年度末において当社の議決権の 24.3％を所有して

おり、当社は親会社等の持分法適用関連会社に該当します。 

     当社グループは親会社等より材料及び商品の一部を仕入れており、定常的な取引関係があるほか、資金の借入を行って

おります。 

     人的関係につきましては、当社代表取締役伊藤利男を含めて合計４名の役員が親会社等の役員を兼務しております。 

  (役員の兼務状況) 

当社での役職 氏名 親会社等での役職 就任理由 

代表取締役社長 伊藤 利男 ㈱ニッピ 取締役  

取締役 伊藤 伸一 ㈱ニッピ 代表取締役相談役 当社の経営の透明性・客観性の充実のため 

監査役 大倉 喜彦 ㈱ニッピ 監査役 当社の監査機能の充実のため 

監査役 石井 英文 ㈱ニッピ 常務取締役 当社の監査機能の充実のため 

 

  ⅱ) 親会社等の企業グループに属することによる制約、リスク及びメリット、経営、事業活動への影響等 

当社は親会社等より材料及び商品の一部を仕入れておりますが、取引金額は全体の 10％未満であり、当社の事業は親

会社等の企業グループとは明確な棲み分けがなされておりますので、親会社等の企業グループから当社の事業活動を阻害

される状況にはないと考えております。 

当社の経営方針は当社の取締役会、経営会議等の機関で決定しており、事業活動を行ううえで親会社等の承認を要する

事項はなく、制約はありません。 

 

  ⅲ) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

当社は、当社及び当社グループの事業運営ならびに親会社等の企業グループとの取引においては、当社の独立性を保つ

ことを基本としております。 

当社の取締役会の構成は、親会社等との兼務役員が２名おりますが、過半数に至っておらず、当社は独自の経営判断を

行うことができる状況にあると考えております。 

 

  ⅳ) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社の事業展開にあたっては、上記のとおり親会社等の関与は限定的であります。また、当社は経営方針、事業計画は、

当社独自で策定しており、上場会社として自立した経営に当たっております。従いまして、事業運営上の独立性は十分に

確保されていると認識しております。 

 

③ 親会社等との取引に関する事項 

   「４ 連結財務諸表等 (４) 関連当事者との取引」で記載しているとおりです。 

 

（６）内部管理体制の整備・運用状況 

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」により開示を行うため記載を省略しております。 

  

（７）その他、会社の経営上重要な事項 

特記すべき事項は特にございません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 

（１）経営成績 

 

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や、雇用や所得環境の改善による個人消費

の底堅い動きなどにより、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 

靴業界におきましては、大型商業施設の新規出店などにより靴専門店が減少する一方、異業種による新規参入などによる顧客獲

得競争がさらに激化するなど、引き続き厳しい経営環境のまま推移いたしました。 

このような環境のなかで、当社グループは、事業カテゴリーを軸とした営業体制のもとで、高付加価値商品の提案やカジュアル・

コンフォート商品の強化、取引先との特注品開発などの営業活動に取り組んでまいりました。また、中国で初めての靴小売の独資

子会社｢上海麗格鞋業有限公司｣を設立するなど、海外を含め、直営小売店を効果的に出店してまいりました。さらに、過剰な生産

能力の削減等のため生産子会社１社を解散、さらには、お得意先、担当地域、業務内容等を見直し、卸売子会社２社を解散するな

ど、経営全般の見直しや効率化に取り組んでまいりました。 

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高 36,937百万円(前連結会計年度比 0.7％減)となりました。 

損益面につきましては、生産効率向上、国内外での低コスト商品の開発強化等による原価率の低減、取引内容の見直しや小売店

舗の増加による売上総利益の改善などを進めてまいりました。 

この結果、連結営業利益は 802百万円(前連結会計年度比 5.3％増)、連結経常利益は 600百万円(前連結会計年度比 6.5％増)と

なりましたが、子会社の解散等による割増退職金等を特別損失に計上したこともあり、連結当期純利益は 216百万円(前結会計年

度比 39.5％減)となりました。 

 

 当社グループは、紳士靴、婦人靴、安全靴および諸官庁向け特殊靴等の企画、生産、仕入および販売を行っております。これら

の靴関連事業が大半を占めるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。したがいまして、参考として事業部門別

売上情報を記載いたします。 

 

 ① 靴小売部門 

 小売部門につきましては、現行｢リーガル｣ブランドのほぼ全モデルに当たる約 500アイテムを展開する当社都内最大規模(168

㎡)の｢リーガル日本橋店｣を出店いたしました。また、当社と伊藤忠商事グループとの合弁会社｢上海麗格鞋業有限公司｣を中国

上海市に設立し、直営小売店｢リーガル上海店｣を開店するなど計９店舗を出店するとともに、不採算店５店舗を閉店または業態

変更するなど、新規顧客の獲得や店舗の効率化につとめてまいりました(リーガル上海店を含め合計 77店舗)。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、11,372百万円（前連結会計年度比 15.3％増）となりました。 

 

 ② 靴卸売部門 

 卸売部門につきましては、紳士靴では、「リーガル」のビジネスタイプが売上を伸ばす一方、カジュアルタイプが春夏のクー

ルビズの好影響を受けた以降も好調に推移いたしました。特に、「クラークス」はスポーツカジュアル商品の浸透が進み、「ホ

ッパーズ」は降雪に伴うブーツ需要をうまくとらえることができました。しかしながら、スーパーや量販店がオリジナルブラン

ドを拡大展開したことに伴い、「ジェオックス」や「ケンフォード」などが低迷いたしました。婦人靴では、紳士靴と同様にカ

ジュアルタイプが好調に推移し、また、「リーガル」や「クラークス」などのブーツが売上を伸ばすことができました。しかし

ながら、エレガンス中心の「ピンキー＆ダイアン」などが低価格品の流入に押され伸び悩みました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、24,500百万円(前連結会計年度比 6.4％減)となりました。 

 

 ③ その他事業 

靴材料の販売などその他事業の売上高は、1,064百万円(前連結会計年度比 8.9％減)となりました。 
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（２）財政状態 

 

 当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により620 百万円増加、投資活動により299 百万円増加し、財

務活動により905 百万円減少、また換算差額５百万円の増加と連結子会社増加に伴う100 百万円の増加があり、この結果、現

金及び現金同等物は、121百万円の増加となり、期末残高は2,211百万円(前年同期比5.8％増)となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、620百万円と、前年同期と比べ108百万円の減少となりました。 

主な要因としては、税金等調整前当期純利益が前年同期と比べて 421 百万円減少し、仕入債務と割引手形が前年同期と比べて

減少したことなど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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、299百万円と、前年同期と比べ578百万円の増加となりました。 

主な要因としては、定期預金の払戻による収入が500百万円生じたことなど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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△905百万円と、前年同期に比べ11百万円の減少となりました。 

主な要因としては、長期借入れによる収入が 1,800 百万円ありましたが、短期借入金の純減少額および長期借入金の返済によ

る支出が前年同期に比べ多かったことなどによるものであります。 

 

 

 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

株主資本比率     16.5 ％     17.2 ％     20.9 ％     21.9 ％     25.5 ％ 

時価ベ－スの株主資本比率      9.7 ％      8.0 ％     19.1 ％     20.1 ％     26.9 ％ 

債務償還年数   －      8.4 年      8.0 年     13.6 年     14.5 年 

インタレスト・カバレッジ 

・レシオ 
  －      5.4 倍      5.0 倍      2.9 倍      2.8 倍 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

   時価ベ－スの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

      債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

     ※ 各指標は、いずれも連結ベ－スの財務数値により算出しております。 

     ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

     ※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており 

ます。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すべての負債を対象とし

ております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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（３）事業等のリスク 

経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項は、以下の様なものであります。なお、

将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

 

① 会社がとっている特異な経営方針 

提出会社は、過去３年間、１株当たり3円40銭、3円69銭、2円24銭の当期純利益を計上しておりますが、それ以前に構

造改革費用などで大幅に取崩した内部留保を充実するため配当を実施しておりません。今後の配当予定については業績等を勘

案しながら決定致しますが、現在のところ未定であります。 

 

② 財政状態及び経営成績の異常な変動 

当社グループは靴小売部門の売上が徐々に増加してきております。平成18年3月期での売上構成比は靴卸売部門が66.3％、

靴小売部門が30.8％でありますが、靴小売部門の売上増加率が平成16年3月期＋8.6％、平成17年3月期＋2.7％、平成18

年3月期＋15.3％と増加する一方、靴卸売部門の増加率は平成16年3月期△6.8％、平成17年3月期△4.7％、平成18年3

月期△6.4％と減少しております。靴卸売部門は、得意先である靴専門店の倒産あるいは廃業により近年減少を続けており、

今後とも大きな回復は困難であると予想しております。 

 

③ 特定の取引等で取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度について 

販売実績で提出会社の売上の9.5％を占める「クラークス」や、その他ブランドの商品の一部は輸入により調達をしており

ます。大部分が政情不安のない国との海外取引でありますので、継続性については特別に高いリスクがあるとは認識しており

ませんが、為替による価格変動のリスクは存在します。 

 

④ 特定の製品、技術等で将来性が不明確であるものへの高い依存度について 

販売実績で提出会社の売上の 53.4％を占める「リーガル」ブランドは、ブラウン・シュー・カンパニー・インクと製造に

関する技術援助契約を結んでおり、この契約には期限の定めがありません。その他のブランドについては期限到来の度、また

は必要な時期に重要度、その後の必要性等を考慮して契約延長の意思決定をしております。 

 

⑤ 特有の法的規制等に係るもの 

革靴は関税割当(Tariff Quota  以下ＴＱという)制度の対象品目であり、当社グループもそのＴＱ枠を使用して輸入をする

一方、そのために国内供給元として海外商品の過剰流入より保護されております。近年ＴＱ枠外での輸入が特恵国である３か

国を中心に急増しており、今後完全自由化が実施されると当社グループの製造部門のみならず、わが国の靴産業に多大な影響

をもたらす可能性があります。 

 

⑥ 役員、従業員、大株主、関係会社等に関する重要事項に係るもの 

提出会社の大株主である㈱ニッピ(議決権被所有割合24.3％)は同時に持分法適用関連会社(議決権所有割合 24.4％)であり

役員４名が兼任しております。 
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⑦ 業績の下半期偏重について 

当社グループの主力製品でありますビジネス紳士靴の販売状況は下半期偏重傾向にありますが、人件費、設備費用など、販

売費及び一般管理費は上半期、下半期ともほぼ均等額であります。そのため当社グループの業績も下半期に偏る傾向にありま

す。最近２連結会計期間における実績は下記の通りであります。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 

項目 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 

売上高       (百万円) 16,655 20,534 37,190 17,074 19,863 36,937

(構成比)        (％) (44.8) (55.2) (100.0) (46.2) (53.8) (100.0)

売上総利益     (百万円) 6,223 7,246 13,469 6,364 7,323 13,688

(構成比)        (％) (46.2) (53.8) (100.0) (46.5) (53.5) (100.0)

販売費及び一般管理費(百万円) 6,182 6,525 12,707 6,344 6,541 12,886

(構成比)        (％) (48.7) (51.3) (100.0) (49.2) (50.8) (100.0)

営業利益      (百万円) 40 721 762 20 782 802

(構成比)        (％) (5.3) (94.7) (100.0) (2.5) (97.5) (100.0)

 

 

（４）通期の見通し 

 

 今後の見通しにつきましては、国内経済は好調な企業業績による雇用や所得環境などの改善により、緩やかな景気回復が見込ま

れますが、原油価格の高騰や税制改正などにより消費マインドへの影響が懸念されるなど、依然として厳しい状況が続くものと予

想されます。 

 このような状況下におきまして、当社グル－プは、組織の効率化および合理化、店頭売上を重視した営業活動、新コンセンプト

の商品および店舗の開発、人材の育成、に取り組んでてまいります。 

 次期の業績見通しにつきましては、連結売上高 37,200百万円(前連結会計年度比 0.7％増)、連結経常利益 650百万円(前連結会

計年度比 8.2％増)、連結当期純利益 400百万円(前年同期比 84.7％増)を見込んでおります。 

 

（注）この資料に掲載されている業績予想に関する記述は、当社グル－プが現時点で入手可能な情報に基づいているため、リスク

や不確実性を含んでおります。したがいまして、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なることがあります。 
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４ 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 
 

  
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金 ※１ 2,950  2,571

 ２ 受取手形及び売掛金 ※1,2 7,618  7,215

 ３ たな卸資産  8,622  8,090

 ４ 繰延税金資産  202  253

 ５ その他  648  623

   貸倒引当金  △585  △651

    流動資産合計  19,456 58.1  18,104 55.5

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物及び構築物 ※１ 3,410 3,444 

     減価償却累計額  1,892 1,517 1,951 1,493

  (2) 機械装置及び運搬具 ※１ 1,224 1,088 

     減価償却累計額  1,139 85 1,012 76

  (3) 土地 ※１ 2,896  2,741

  (4) その他  1,009 1,073 

     減価償却累計額  670 338 729 343

     有形固定資産合計  4,838 14.5  4,655 14.3

 ２ 無形固定資産   

  (1) 営業権  ―  20

  (2) 電話加入権  25  25

     無形固定資産合計  25 0.1  45 0.1

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 ※1,3 5,117  6,407

  (2) 長期貸付金  36  51

  (3) 破産更生債権等  314  242

  (4) 繰延税金資産  1,673  1,071

  (5) その他  2,334  2,303

    貸倒引当金  △324  △232

     投資その他の 
     資産合計 

 9,152 27.3  9,844 30.2

    固定資産合計  14,015 41.9  14,545 44.5

   資産合計  33,472 100.0  32,649 100.0
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前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  8,383  7,792

２ 短期借入金 ※１ 7,596  6,674

３ 未払法人税等  61  53

４ 賞与引当金  290  278

５ その他  1,763  1,716

 流動負債合計  18,094 54.1  16,515 50.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※１ 2,051  2,071

２ 退職給付引当金  4,715  4,467

３ 役員退職慰労引当金  132  144

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

 960  985

５ その他  189  84

 固定負債合計  8,049 24.0  7,752 23.7

負債合計  26,144 78.1  24,267 74.3

(少数株主持分)   

少数株主持分  0 0.0  44 0.1

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  5,355 16.0  5,355 16.4

Ⅱ 資本剰余金  2,701 8.1  2,701 8.3

Ⅲ 利益剰余金  △2,401 △7.2  △2,249 △6.9

Ⅳ 土地再評価差額金  1,440 4.3  1,429 4.4

Ⅴ その他有価証券評価差額金  483 1.4  1,349 4.1

Ⅵ 為替換算調整勘定  ― ―  5 0.0

Ⅶ 自己株式 ※５ △250 △0.7  △253 △0.8

資本合計  7,328 21.9  8,337 25.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 33,472 100.0  32,649 100.0
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② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  37,190 100.0  36,937 100.0

Ⅱ 売上原価  23,720 63.8  23,248 62.9

   売上総利益  13,469 36.2  13,688 37.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 荷造運送費  1,127 1,100 

 ２ 広告宣伝費  1,139 1,144 

 ３ ロイヤリティ  602 530 

 ４ 給料・手当  4,651 4,681 

 ５ 賞与引当金繰入額  209 209 

 ６ 退職給付引当金繰入額  245 204 

 ７ 法定福利費  634 660 

 ８ 賃借料  1,453 1,616 

 ９ 租税公課  110 102 

 10 旅費交通費  431 425 

 11 減価償却費  238 221 

 12 事務費  763 982 

 13 保管料  328 301 

 14 貸倒引当金繰入額  51 9 

 15 その他  720 12,707 34.2 694 12,886 34.9

    営業利益  762 2.0  802 2.2

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  3 2 

 ２ 受取配当金  10 14 

 ３ 持分法投資利益  153 119 

 ４ 雑収入  117 285 0.8 91 227 0.6

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  250 226 

 ２ 受取手形売却損  28 23 

 ３ 売上割引  65 57 

 ４ 雑支出  138 483 1.3 121 429 1.2

   経常利益  563 1.5  600 1.6
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益   

   投資有価証券売却益  194 194 0.5 116 116 0.3

Ⅶ 特別損失   

 １ 貸倒引当金繰入額 ※１ 0 23 

 ２ 固定資産除却損 ※２ 10 60 

 ３ 減損損失 ※３ ― 19 

 ４ 構造改革特別損失 ※４ ― 272 

 ５ その他 ※５ ― 11 0.0 15 391 1.1

   税金等調整前当期純利益  746 2.0  325 0.9

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 47 36 

   法人税等調整額  343 390 1.1 84 120 0.3

   少数株主損失  △1 △0.0  △11 △0.0

   当期純利益  357 1.0  216 0.6
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,701  2,701

Ⅱ 資本剰余金期末残高  2,701  2,701

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △2,758  △2,401

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   当期純利益  357 357 216 216

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 土地再評価差額金取崩額  ― 65 

 ２ 連結子会社増加に伴う 

   利益剰余金減少高 
 ― ― 0 65

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △2,401  △2,249
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益  746 325 

 ２ 減価償却費  249 238 

 ３ 減損損失  ― 19 

 ４ 連結調整勘定償却額  5 0 

 ５ 無形固定資産償却額  2 5 

 ６ 長期前払費用償却額  47 38 

 ７ 貸倒引当金の減少額  △98 △26 

 ８ 賞与引当金の増加額(△は減少)  3 △11 

 ９ 退職給付引当金の増加額(△は減少)  28 △236 

 10 受取利息及び受取配当金  △13 △16 

 11 支払利息  250 226 

 12 有形固定資産除売却損  10 120 

 13 投資有価証券評価損  ― 0 

 14 投資有価証券売却益  △194 △116 

 15 持分法による投資利益  △153 △119 

 16 売上債権の減少額  22 588 

 17 たな卸資産の減少額(△は増加)  △11 532 

 18 仕入債務の減少額  △54 △570 

 19 未払消費税等の増加額(△は減少)  △63 23 

 20 破産更生債権等の減少額  142 71 

 21 その他資産の増加額  △54 △17 

 22 その他負債の減少額  △15 △58 

 23 割引手形の増加額(△は減少)  116 △186 

    小計  968 832 

 24 利息及び配当金の受取額  31 34 

 25 利息の支払額  △247 △220 

 26 法人税等の支払額  △23 △26 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  729 620 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金の払戻による収入  ― 500 

 ２ 有形固定資産の取得による支出  △252 △296 

 ３ 有形固定資産の売却による収入 ― 80 

 ４ 無形固定資産の増加額 ― △25 

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △281 △23 

 ６ 投資有価証券の売却による収入 253 204 

 ７ 連結子会社出資金の支払による支出 ― △60 

 ８ 貸付けによる支出 ― △17 

 ９ 貸付金の回収による収入 2 2 

 10 その他投資等の増加額 △0 △64 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △278 299 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入金の純減少額  △458 △1,457 

 ２ 長期借入れによる収入  700 1,800 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △1,133 △1,245 

 ４ 自己株式の取得による支出  △2 △2 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △893 △905 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 5 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少)  △443 21 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,533 2,090 

Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額  ― 100 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 2,090 2,211 
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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 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数    24社 

   主要な連結子会社名は、「１ 企業集団の状況」に記載し

ているとおりです。 

なお、㈱ニッカと㈱アール・アンド・エー・フットウェ

アは、経営の一元化による事業効率の向上のため、平成16

年11月１日をもって、存続会社を㈱ニッカとする合併をい

たしました。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数    25社 

   主要な連結子会社名は、「１ 企業集団の状況」に記載し

ているとおりです。 

 

 ①従来、連結子会社でありました㈱アール・アンド・エー・

フットウェアは、平成16年11月１日に、存続会社を㈱ニッカ

とする合併をいたしておりますので、当連結会計年度より連

結の範囲から除外いたしました。 

 

 ②中国上海市内で「リーガル」ブランドの靴の小売を行うた

めに、伊藤忠商事グループとの合弁会社、上海麗格鞋業有限

公司を平成17年７月19日付で設立し、連結子会社といたしま

した。 

 

 ③従来、持分法適用の関連会社でありました㈱日本靴科学研

究所は、平成17年７月29日の同社株式取得に伴い、当連結会

計年度より連結子会社となりました。 

 

 (2) 非連結子会社はありません。  (2)   同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結子会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1)   同左 

 (2) 持分法適用の関連会社数    ６社 

   会社名 ㈱ニッピ、東立製靴㈱、㈱ボーグ、大鳳商事㈱、

㈱日本靴科学研究所、山田護謨㈱ 

 (2) 持分法適用の関連会社数    ５社 

   会社名 ㈱ニッピ、東立製靴㈱、㈱ボーグ、大鳳商事㈱、

山田護謨㈱ 

 (3) 持分法非適用の関連会社はありません。  (3)   同左 

 (4) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると

認められる事項 

   持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、

当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

 (4) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると

認められる事項 

     同左 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

   連結子会社のうち、決算日が異なる会社はありません。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

   連結子会社のうち上海麗格鞋業有限公司の決算日は12月

31日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、

当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として

連結を行っております。ただし、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っており

ます。なお、他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

４ 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 

   ①有価証券 

     その他有価証券 

      時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は、全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定) 

      時価のないもの 

       移動平均法に基づく原価法 

４ 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 

   ①有価証券 

     その他有価証券 

      時価のあるもの 

同左 

 

 

      時価のないもの 

       同左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   ②デリバティブ取引 

    時価法 

   ②デリバティブ取引 

      同左 

   ③たな卸資産 

    主として総平均法に基づく低価法 

   ③たな卸資産 

      同左 
 
 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   ①有形固定資産 

      定率法によっております。 

      なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

      ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）については定額法によっており

ます。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少

額減価償却資産については３年均等償却によって

おります。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   ①有形固定資産 

     定率法によっております。 

     ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）については定額法によっておりま

す。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減

価償却資産については３年均等償却によっておりま

す。 

   ②無形固定資産 

      定額法によっております。 

   なお、償却年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

   ②無形固定資産 

     定額法によっております。 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

    貸倒引当金 

      債権の貸倒による損失に備えるため、回収不能見

込額を計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

    貸倒引当金 

   同左 

     ①一般債権 

       貸倒実績率法により計上しております。 

     ①一般債権 

       同左 

     ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

財務内容評価法により計上しております。 

     ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

       同左 

    賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、賞与支給規程に基づき支給見込額の当期負担

額を基準として計上しております。 

    賞与引当金 

      同左 

 

    退職給付引当金 

 従業員の退職金支給に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。また、数理計算上

の差異については、３年間の定率法により、翌連

結会計年度から費用処理致します。 

    退職給付引当金 

 従業員の退職金支給に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。また、数理計算上の差

異については、３年間の定率法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理しております。

 

    役員退職慰労引当金 

      役員の退職慰労金の支出に備えるため、「役員

退職慰労金内規」に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しております。 

    役員退職慰労引当金 

      同左 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

    同左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (5)重要なヘッジ会計の方法 

    ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

      繰延ヘッジ処理によっております。 

      また、特例処理の要件を満たす金利スワップ及び

金利キャップについては、特例処理を採用しており

ます。 

 (5)重要なヘッジ会計の方法 

    ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

      同左 

    ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

      ヘッジ手段 

        デリバティブ取引（為替予約取引、金利ス

ワップ取引、金利キャップ取引） 

      ヘッジ対象 

        相場変動等による損失の可能性があり、相

場変動等が評価に反映されないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定されその変動が回避さ

れるもの。 

    ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

      ヘッジ手段 

        デリバティブ取引（為替予約取引、金利ス

ワップ取引等） 

      ヘッジ対象 

        相場変動等による損失の可能性があり、相

場変動等が評価に反映されないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定されその変動が回避さ

れるもの。 

    ③ヘッジ方針 

       相場変動等による損失の可能性が極めて高いと

判断した場合及びキャッシュ・フローの固定を

必要と判断した場合に取締役会の承認を得てヘ

ッジ目的でデリバティブ取引を行っておりま

す。 

    ③ヘッジ方針 

      同左 

    ④ヘッジの有効性評価の方法 

       為替予約取引は元本交換を行わない固定レート

によるクーポンスワップによっており、また金

利スワップ、金利キャップは固定金利であり、

ヘッジ手段の有効性を定期的に確認しておりま

す。 

    ④ヘッジの有効性評価の方法 

      同左 

    ⑤その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

  ヘッジ対象、ヘッジ手段は取締役会で決定さ

れ、取締役会での決定事項の実行及び管理は経

理部が行っております。管理本部長はヘッジの

有効性を判断し、有効性について疑義がある場

合は取締役会に報告しております。 

 

    ⑤その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

      同左 

 (6) 消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

 (6) 消費税等の会計処理 

    同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価

評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

    同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定の償却については、発生時に全額償却処理

をしております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

   同左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  利益処分の取扱い方法については、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

    同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資としております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

    同左 

 

 

会計処理の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会

計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益が19百万円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表

規則に基づき当該資産であります土地の金額から直接控除し

ております。 

 

 

追加情報 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第９号)

が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後に開

始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴

い、当連結会計年度から「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成

16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に

従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、売上原

価、販売費及び一般管理費に計上しております。 

 この結果、売上原価が３百万円、販売費及び一般管理費が

29百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益が、32百万円減少しております。 

――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ このうち一部に工場抵当法による根抵当権を、他の一部

に抵当権をそれぞれ設定し、また定期預金等の一部に質権

を設定し短期借入金、長期借入金の担保に供しておりま

す。 

 (1) 担保差入資産の薄価 

 (うち工場財団)

預金 200百万円 ―

受取手形 167百万円 ―

土地 2,706百万円 (2,078)

建物及び構築物 776百万円 (  560)

機械装置及び 
運搬具 

48百万円 (   48)

投資有価証券 4,591百万円 ―

計 8,489百万円 (2,687)
 

※１ このうち一部に工場抵当法による根抵当権を、他の一部

に抵当権をそれぞれ設定し、短期借入金、長期借入金の担

保に供しております。 

 

 (1) 担保差入資産の薄価 

 (うち工場財団)

土地 2,571百万円 (1,944)

建物及び構築物 729百万円 (  520)

機械装置及び 
運搬具 

43百万円 (   43)

投資有価証券 4,916百万円 ―

計 8,260百万円 (2,508)
 

 (2) 対応する債務の金額 

短期借入金 7,517百万円

長期借入金 1,753百万円

計 9,270百万円
 

 (2) 対応する債務の金額 

短期借入金 6,536百万円

長期借入金 1,699百万円

計 8,235百万円
 

※２ 受取手形割引高は 1,723百万円であります。 ※２ 受取手形割引高は 1,537百万円であります。 

※３ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 3,568百万円
 

※３ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 3,770百万円
 

 ４ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律

第34号及び平成11年３月31日の同法律の改正)に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

   再評価の方法 

     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31

日公布政令第119号)第２条第４号に定める路線価に

基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算

出したほか、路線価の定められていない地域について

は第３号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理

的な調整を行って算出しております。 

   再評価を行った日 平成12年３月31日 

   再評価を行った土地の期末における時価と 

   再評価後の帳簿価額との差額   △551百万円 

 ４ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律

第34号及び平成11年３月31日の同法律の改正)に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

   再評価の方法 

     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31

日公布政令第119号)第２条第４号に定める路線価に

基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算

出したほか、路線価の定められていない地域について

は第３号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理

的な調整を行って算出しております。 

   再評価を行った日 平成12年３月31日 

   再評価を行った土地の期末における時価と 

   再評価後の帳簿価額との差額   △588百万円 

※５ (自己株式の保有数) 

 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する連結財

務諸表提出会社の株式の数は普通株式 1,989千株であり

ます。 

 なお、当社の発行済株式総数は普通株式 32,500千株で

あります。 

※５ (自己株式の保有数) 

 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する連結財

務諸表提出会社の株式の数は普通株式 2,002千株であり

ます。 

 なお、当社の発行済株式総数は普通株式 32,500千株で

あります。 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ ――― ※１ 富士駿河湾クラブ等の会員権に対して引当てたものであ

ります。 

※２ 小売店舗の閉鎖による除却損等であります。 ※２ 同左 

※３ ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４ ――― 
 
 
※５ ――― 
 ６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、

173百万円であります。 

※３ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

遊休 土地 千葉県富里市 7百万円 

遊休 土地 新潟県加茂市 12百万円 

  計  19百万円 

 (経緯) 

上記の土地については、現在遊休資産となっております。

今後の利用計画もなく、地価も著しく下落しているため、

減損損失を認識いたしました。 

 (グルーピングの方法) 

当社グループは、固定資産について共用資産、事業用資産、

工場資産、賃貸資産及び遊休資産にグルーピングしておりま

す。 

 (回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、固定資産税評価額を合理的に調整した価

格に基づき算定しております。 

 

※４ 連結子会社である鹿児島製靴㈱の解散に伴う、退職金の

割増支給などであります。 

※５ 材料の特別損失などであります。 

 ６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、1

176万円であります。 

 

 

 

 

 

(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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 2,950百万円

  計 2,950百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△860百万円

現金及び現金同等物 2,090百万円
  

 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 2,571百万円

  計 2,571百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△360百万円

現金及び現金同等物 2,211百万円
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 （２）セグメント情報 
 

【事業の種類別セグメント情報】 
 

前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) 

    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「靴関連事業」 

   の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

    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「靴関連事業」 

   の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 
 

前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) 

    全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれ 

   も90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

    全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれ 

   も90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

 

前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日) 

    海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) 

    海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 

 

 

(３）リース取引関係 
 

有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(４）関連当事者との取引 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

買掛金 142
材料及び 
商品の仕入等 

1,873 

支払手形 640

資金の返済 63 
長期 
借入金 

268

主要 
株主 
(会社 
等) 

㈱ニッピ 
東京都 
足立区 

3,500 皮革の製造 

(被所有) 
直接 24.3 
 
(所有) 
直接 24.5 

兼任４名
材料及び
商品の仕
入 

利息の支払 9 
短期 
借入金 

78

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

材料及び商品の仕入については、㈱ニッピより提示された価格により、市場の実勢価格を参考にしてその都度

交渉の上決定しております。 

資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間10年間

としております。また担保は提供しておりません。 

 

２ 子会社等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

買掛金 137

大鳳商事㈱ 
東京都 
中央区 

90 商社 
(所有) 
直接 20.0 

兼任２名
材料及び
商品の仕
入 

材料及び 
商品の仕入

1,740 

支払手形 829

商品の仕入 744 支払手形 270

関連 
会社 
(当該 
関連会 
社の子 
会社を 
含む) 東立製靴㈱ 

千葉県 
柏市 

10 靴関連 
(所有) 
直接 33.0 

兼任１名
商品の仕
入及び材
料の売上 材料売上 300 売掛金 95

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

材料及び商品の仕入については、関連会社より提示された価格により、市場の実勢価格を参考にしてその都度

交渉の上決定しております。 

材料売上については、当社の提示した価格を関連会社が市場の実勢価格と比較してその都度交渉の上決定して

おります。 
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当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

買掛金 142
材料及び 
商品の仕入等 

1,708 

支払手形 640

材料売上 77 売掛金 －

受取配当金 14 － －

資金の返済 91 
長期 
借入金 

225

主要 
株主 
(会社 
等) 

㈱ニッピ 
東京都 
足立区 

3,500 皮革の製造 

(被所有) 
直接 24.3 
 
(所有) 
直接 24.4 

兼任４名
材料及び
商品の仕
入 

利息の支払 7 
短期 
借入金 

30

 (注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

材料及び商品の仕入については、㈱ニッピより提示された価格により、市場の実勢価格を参考にしてその都度

交渉の上決定しております。 

資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間10年間

としております。また担保は提供しておりません。 

 

２ 子会社等 

 
関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

買掛金 40

大鳳商事㈱ 
東京都 
中央区 

90 商社 
(所有) 
直接 20.0 

兼任２名
材料及び
商品の仕
入 

材料及び 
商品の仕入
等 

1,717 

支払手形 775

商品の仕入 792 支払手形 269

関連 
会社 
(当該 
関連会 
社の子 
会社を 
含む) 東立製靴㈱ 

千葉県 
柏市 

10 靴関連 
(所有) 
直接 33.0 

兼任１名
商品の仕
入及び材
料の売上 材料売上 200 売掛金 26

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

材料及び商品の仕入については、関連会社より提示された価格により、市場の実勢価格を参考にしてその都度

交渉の上決定しております。 

材料売上については、当社の提示した価格を関連会社が市場の実勢価格と比較してその都度交渉の上決定して

おります。 
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(５）税効果会計関係 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

(繰延税金資産) 

 投資有価証券等評価損 738百万円

 貸倒引当金限度超過額 298百万円

 退職給付引当金限度超過額 1,762百万円

 役員退職慰労引当金否認額 53百万円

 賞与引当金 117百万円

 繰越欠損金 3,884百万円

 その他 70百万円

繰延税金資産小計 6,925百万円

評価性引当額 △4,851百万円

繰延税金資産合計 2,074百万円

(繰延税金負債) 
 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

(繰延税金資産) 

 投資有価証券等評価損 738百万円

 貸倒引当金限度超過額 304百万円

 退職給付引当金限度超過額 1,751百万円

 役員退職慰労引当金否認額 57百万円

 賞与引当金 113百万円

 繰越欠損金 1,880百万円

 その他 103百万円

繰延税金資産小計 4,948百万円

評価性引当額 △2,958百万円

繰延税金資産合計 1,990百万円

(繰延税金負債) 
 

 その他有価証券評価差額金 △198百万円

繰延税金負債合計 △198百万円

差引：繰延税金資産の純額 1,876百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0％

(調整) 

交際費等 
永久に損金に算入されない項目 

7.4％

受取配当等 
永久に益金に算入されない項目 

△1.8％

住民税均等割等 3.6％

その他評価性引当額の修正等 3.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担額 

52.3％
 

 その他有価証券評価差額金 △664百万円

繰延税金負債合計 △664百万円

評価性引当額 △0百万円

差引：繰延税金資産の純額 1,325百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0％

(調整) 

交際費等 
永久に損金に算入されない項目 

14.8％

受取配当等 
永久に益金に算入されない項目 

△1.3％

住民税均等割等 8.9％

その他評価性引当額の修正等 △25.4％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担額 

37.0％
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(６）有価証券関係 
 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えるもの 

 

 株式 926 1,421 495

(2) 連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えないもの 

 

 株式 113 88 △24

合計 1,039 1,509 470

(注) 時価が著しく下落した有価証券については、社内文書において定められた下落率に応じた判断基準に基づき減損処理が必

要であると判断した場合にこれを適用しております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額 
(百万円) 

売却益の合計 
(百万円) 

売却損の合計 
(百万円) 

253 194 ― 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

区分 
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 
 (店頭売買株式を除く) 

8

合計 8
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当連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

当連結会計年度(平成18年３月31日) 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えるもの 

 

 株式 954 2,619 1,664

(2) 連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えないもの 

 

 株式 2 1 △0

合計 956 2,621 1,664

(注) 時価が著しく下落した有価証券については、社内文書において定められた下落率に応じた判断基準に基づき減損処理が必

要であると判断した場合にこれを適用しております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額 
(百万円) 

売却益の合計 
(百万円) 

売却損の合計 
(百万円) 

204 116 ― 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

区分 
当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 
 (店頭売買株式を除く) 

8

合計 8
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(７）デリバティブ取引関係 
 

有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

 

 

(８）退職給付関係 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社及び子会社は、確定給付型の制度として適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業

員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

   提出会社㈱リーガルコーポレーションについては、昭和

51年８月１日から従業員退職金の50％について適格退職

年金制度を採用し、その後段階的に引き上げ、平成17年３

月31日現在約88％移行しております。また連結子会社のう

ちチヨダシューズ㈱は昭和39年２月１日より従業員退職

金の約46％について適格退職年金制度を採用し、その他の

子会社は退職一時金制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社及び子会社は、確定給付型の制度として適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業

員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

   提出会社㈱リーガルコーポレーションについては、昭和

51年８月１日から従業員退職金の50％について適格退職

年金制度を採用し、その後段階的に引き上げ、平成18年３

月31日現在約89％移行しております。また連結子会社のう

ちチヨダシューズ㈱は昭和39年２月１日より従業員退職

金の約51％について適格退職年金制度を採用し、その他の

子会社は退職一時金制度を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 5,098百万円

②年金資産 417百万円

③ 小計(①－②) 4,680百万円

④未認識数理計算上の差異 △35百万円

⑤退職給付引当金(③－④) 4,715百万円

  (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 5,006百万円

(内訳) 

②未認識数理計算上の差異 53百万円

③年金資産 485百万円

④退職給付引当金 4,467百万円

  (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 265百万円

②利息費用 67百万円

③期待運用収益 △1百万円

④数理計算上の差異の費用処理額 18百万円

⑤退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④) 

350百万円

  (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は

①勤務費用に計上してあります。 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 218百万円

②利息費用 67百万円

③期待運用収益 △2百万円

④数理計算上の差異の費用処理額 △18百万円

⑤退職給付費用 
  (①＋②＋③＋④) 

265百万円

  (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は

①勤務費用に計上してあります。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.2％ 

③期待運用収益率 1.0％ 

④数理計算上の差異の処理年数 ３年間の定率法
により翌連結会
計年度より費用
処理 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の配分方法 期間定額基準 

②割引率 1.9％ 

③期待運用収益率 1.0％ 

④数理計算上の差異の処理年数 ３年間の定率法
により翌連結会
計年度より費用
処理 
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５．生産、商品仕入、受注及び販売の状況 

 

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合計額に占める「靴関連事業」の割合が

いずれも90％を越えているため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんが、生産実績、商品仕入

実績及び受注実績については合計額を、販売実績については事業部門に応じて区分して記載しております。 

 

 

（１）生産実績 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

比較増減 
 
 

     事業部門 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 
前年同期比

  （％）

靴関連事業             10,186              9,923 △ 262 △ 2.6 

(注) １ 金額は販売金額によっております。 

 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）商品仕入実績 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

比較増減 
 
 

     事業部門 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 
前年同期比

  （％）

靴関連事業             16,928             16,325 △ 602 △ 3.6 

(注) １ 金額は仕入金額によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３）受注実績 

  主に見込み生産を行っておりますが、大口需要先に対しては受注生産をすることがあります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

比較増減 

     事業部門 
  受注高 
（百万円） 

 受注残高 
（百万円） 

  受注高 
（百万円） 

 受注残高 
（百万円） 

  受注高 
（百万円） 

 受注残高 
（百万円） 

靴関連事業 398 ― 291 ― △ 106 ― 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（４）販売実績 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

比較増減 
     事業部門 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 
前年同期比

  （％）

靴小売部門 9,860 11,372 1,512 ＋ 15.3 

靴卸売部門 26,162 24,500 △ 1,661 △  6.4 

その他 1,167 1,064 △   103 △  8.9 

 合計 37,190 36,937 △   253 △  0.7 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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