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平成 19 年 ３ 月期   中間決算短信（連結）     平成18年11月17日 
 

上場会社名   株式会社リーガルコーポレ－ション  上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号   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 

問合せ先責任者 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 11 月 17 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9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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9月中間期 
17年9月中間期 

           百万円  ％
17,370（ 1.7）
17,074（ 2.5）

           百万円  ％
162（  701.0）
20（△ 50.1）

          百万円  ％
111（ －）

△ 56（ －）

18年3月期          36,937           802            600 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

           百万円  ％
7（ －）

△ 396（ －）

円   銭
              0     25 
          △ 12     99 

円   銭
     －  －
     －  －

18年3月期            216               7     10      －  －

(注)①持分法投資損益       18年9月中間期 41百万円     17年9月中間期 96百万円     18年3月期 119百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 30,478,158株 17年9月中間期 30,508,611株 18年3月期 30,504,031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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

           百万円 
       31,763 
       32,352 

           百万円
        8,104 
        7,386 

           ％ 
      25.3 
      22.8 

     円   銭 
   264     09 
   242     13 

18年3月期        32,649         8,337       25.5    273     37 

(注)①期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 30,458,793株 17年9月中間期 30,506,684株 18年3月期 30,497,524株 

②17年9月中間期及び18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資

本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載しております。 

(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9月中間期 
17年9月中間期 

         百万円 
         38 
     △ 697 

          百万円 
      △  76 
      △ 214 

          百万円 
      △ 327 
         598 

          百万円 
       1,844 
       1,877 

18年3月期         620          299       △ 905        2,211 
 
(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 22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) －社  (除外) 3社  持分法 (新規) －社  (除外) －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 
 

通  期 
                百万円 
         37,470 

                百万円 
             960 

                百万円 
            740 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）24円 30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。 

  なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の７ページを参照してください。 



ファイル名:0609短信（連結）.doc 更新日時:11/16/2006 11:41:00 AM 印刷日時:06/11/17 8:45 

―  ― 2

１． 企業集団の状況 

 

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 卸売子会社の㈱フィット東日本と㈱フィット関東日本並びに㈱フィット近畿日本と㈱ジーベッ

クは平成 18 年 10 月 1 日をもって、それぞれ、㈱フィット東日本、㈱フィット近畿日本を存続

会社とする合併をいたしました。 

 

   ２ 卸売子会社の㈱フィット北日本、㈱フィット東北日本、㈱フィット中部日本、㈱フィット西日

本及び㈱タップスウェストは、平成 19 年 3月末を目途に解散し、以後速やかに清算手続きに入

る予定です。 
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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ことにより、グループ企業全体の企業価値の向上に努めてまいります。 

 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、組織の効率化及び合理化、店頭売上を重視した営業活動、新コンセ

プトの商品及び店舗の開発、人材の育成、に取り組んでまいります。 

① 組織の効率化及び合理化 

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。 

なお、当中間会計期間においては、経営環境の変化に伴い、多様化する顧客ニーズへの迅速な対応

並びに事業の効率経営を追求し、健全な成長企業としての基盤を確立するため、卸売子会社の再編を

主とした事業再編を実施いたします。 

このため、当中間会計期間において事業再編損失として 3,024 百万円を計上いたしました。 

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及び店舗の開発 

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。 
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④ 人材の育成 

製造技術の質を高めることを目的として、国内生産子会社及び海外生産メーカーへの技術者の派遣、

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。 

 

（５）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 

 

当中間連結会計期間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、景気は総じて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、大型ショッピングセンターの出店攻勢や後継者難などにより靴専門店が減少す

る一方、異業種からの市場参入の本格化などにより顧客獲得競争が激しさを増すなど、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、中国上海市に靴小売独資子会社の｢上海麗格鞋業有限公司｣がリーガル専門店の２号

店を上海新天地地区に出店するなど、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、

お得意先、担当地域、業務内容等を見直し、靴流通市場の変化に対応して国内販売の強化や経営全般の効

率化に取り組んでまいりました。なお、２．経営方針（４）会社の対処すべき課題に記載しましたとおり、

個別の当中間会計期間におきましては、多額の事業再編特別損失を計上いたしましたが、すべて連結子会

社に対するものであり、連結処理上消去されますので、連結業績には影響ありません。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、17,370 百万円(前中間連結会計期間比 1.7％増)となりまし

た。 

損益面につきましては、生産効率向上、海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

内容の見直しや直営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、中間営業利益は 162 百万円(前中間連結会計期間比 701.0％増)、中間経常利益は 111 百万円

(前中間経常損失 56 百万円)となりましたが、特別損失の計上もあり、中間純利益は 7 百万円(前中間純損

失 396 百万円)となりました。 

 

 当社グループは、紳士靴、婦人靴、安全靴及び諸官庁向け特殊靴等の企画、生産、仕入及び販売を行っ

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、上記の上海リーガル２号店の出店に加え、国内では、新しい店舗形態の婦

人靴専門店ナチュラライザー札幌店やREGAL WOMEN銀座店を出店するなど計３店舗を出店するとともに、

不採算店１店舗を閉店するなど、引き続き、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(上

海のリーガル専門店 2店舗を含め合計 79 店舗)。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、5,977 百万円（前中間連結会計期間比 12.8％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＆ドレスタイプが堅調に推移し、また

「リーガル」や「クラークス」のカジュアルタイプが、前年同様クールビズの影響などにより、好調に

推移いたしましたが、ボリュームゾーンのビジネス、カジュアル商品は売上減少傾向に歯止めがかから

ず苦戦いたしました。婦人靴では、カジュアル色の強い「クラークス」や「ナチュラライザー」などが

マーケットの傾向どおり好調に推移いたしましたが、エレガンス主力である「ピンキー＆ダイアン」は

引き続き苦戦いたしました。 
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この結果、当中間連結会計期間の売上高は、10,952 百万円(前中間連結会計期間比 2.9％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、440 百万円(前中間連結会計期間比 12.3％減)となりました。 

 

（２）財政状態 

 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末

に比べ367百万円減少し、1,844百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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) 

営業活動の結果得られた資金は38百万円となりました。 

これは、売上債権が1,079百万円減少し、資金増となりましたが、たな卸資産が532百万円増加、

仕入債務が271百万円、割引手形が381百万円、それぞれ減少したことなどにより、資金が減少した

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) 

投資活動の結果使用した資金は76百万円となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出33百万円及び貸付けによる支出30百万円などによる

ものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は327百万円となりました。 

これは、主に短期借入金の純増加額が221百万ありましたが、長期借入金の返済による支出が572

百万あったことなどによるものであります。 
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 なお、キャッシュ・フロ－指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率     20.8 ％     21.9 ％     22.8 ％     25.5 ％     25.3 ％ 

時価べ－スの自己資本比率     18.5 ％     20.1 ％     20.9 ％     26.9 ％          19.2 ％ 

債務償還年数   － 13.6 年   － 14.5 年      － 

インタレスト・カバレッジ 

・レシオ 
  － 2.9 倍   － 2.8 倍 0.5 倍 

（注）①自己資本比率：(純資産合計－少数株主持分)／総資産 

    (平成 17 年 3 月期及び平成 18 年 3 月期の数値につきましては、従来の「株主資本比率(株主資本

／総資産)」を「自己資本比率」の欄に記載しております。) 

   ②時価ベ－スの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      ③債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロ－ 

④インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロ－／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(中間期末)株価終値×期末(中間期末)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－は連結(中間連結)キャッシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フロ－を使用しております。有利子負債は、連結(中間連結)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(中間連結)キャッシュ・フロ－計算書の利息の支払額を使用しております。 

   ※債務償還年数の中間期は、営業キャッシュ・フロ－の金額が中間期と通期とで差額が大きいため

に記載しておりません。 

 

（３）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るものの、原油価格の動向や税制改正などによる消費マインドへの影響が懸念

されるなど、先行き不透明感もあり、靴業界では、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及び店舗の開発、人材の育成、に取り組んでまいります。 

 通期の業績見通しにつきましては、連結売上高 37,470 百万円、連結経常利益 960 百万円、連結当期純

利益 740 百万円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）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、当中間連結会計期間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 銭の当期純利益及び当中間期

に１株当たり 0円 25 銭の中間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きましては業績等を

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 9月中間期連結ベース

での売上構成比は靴卸売部門が 63.1％、靴小売部門が 34.4％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％、平成 18 年 9 月中

間期＋12.8％と増加する一方、靴卸売部門は逆に平成 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％、平成 18 年 9 月中間期△2.9％と減少し続けております。靴卸売部門は、得

意先である靴専門店が競争の激化、後継者難などにより近年その数を減少させてきており、今後とも

減少傾向は続くものと予想しております。 

 

③ 為替相場変動の影響について 

当社は輸入による商品の調達を漸増させており、為替による価格変動のリスクが増大する可能性が

あります。当社では、為替変動リスクを軽減するため、適切なタイミングで為替予約取引を行ってお

ります。 

 

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 55.2％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ＴＱ枠を

使用して輸入をする一方、当該制度により国内供給元として海外商品の過剰流入から保護されており

ます。近年特恵国である３か国を中心にＴＱ枠外での輸入が急増しており、今後完全自由化が実施さ

れます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。 
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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。 

 

⑦ 業績の下半期偏重について 

当社グループ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連結会計年度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)
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４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※２  2,737 2,204   2,571

２ 受取手形及び売掛金 ※５  6,284 6,518   7,215

３ たな卸資産   8,832 8,622   8,090

４ 繰延税金資産   122 204   253

５ その他   581 621   623

貸倒引当金   △555 △656   △651

 流動資産合計   18,003 55.6 17,513 55.1  18,104 55.5

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 土地 ※２  2,876 2,741   2,741

(2) その他 ※
１ 

２ 
 1,879 1,882   1,913

 有形固定資産合計   4,756 14.7 4,624 14.6  4,655 14.3

２ 無形固定資産     

(1) 営業権   ― ―   20

(2) のれん   ― 17   ―

(3) 電話加入権   25 25   25

 無形固定資産合計   25 0.1 42 0.1  45 0.1

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※
２ 

４ 
 5,891 5,945   6,407

(2) 繰延税金資産   1,436 1,270   1,071

(3) その他   2,526 2,597   2,598

 貸倒引当金   △286 △229   △232

 投資その他の 
 資産合計 

  9,567 29.6 9,583 30.2  9,844 30.2

 固定資産合計   14,349 44.4 14,250 44.9  14,545 44.5

 資産合計   32,352 100.0 31,763 100.0  32,649 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
(％) 

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   6,966 7,437   7,792

２ 短期借入金 ※２  8,276 6,745   6,674

３ 賞与引当金   282 398   278

４ その他   1,679 1,726   1,770

 流動負債合計   17,203 53.2 16,307 51.3  16,515 50.6

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※２  1,971 1,649   2,071

２ 退職給付引当金   4,541 4,451   4,467

３ 役員退職慰労引当金   132 149   144

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

  969 985   985

５ その他   94 116   84

 固定負債合計   7,709 23.8 7,352 23.1  7,752 23.7

 負債合計   24,913 77.0 23,659 74.5  24,267 74.3

(少数株主持分)     

少数株主持分   52 0.2 ― ―  44 0.1

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   5,355 16.6 ― ―  5,355 16.4

Ⅱ 資本剰余金   2,701 8.3 ― ―  2,701 8.3

Ⅲ 利益剰余金   △2,811 △8.7 ― ―  △2,249 △6.9

Ⅳ 土地再評価差額金   1,454 4.5 ― ―  1,429 4.4

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

  937 2.9 ― ―  1,349 4.1

Ⅵ 為替換算調整勘定   1 0.0 ― ―  5 0.0

Ⅶ 自己株式   △251 △0.8 ― ―  △253 △0.8

資本合計   7,386 22.8 ― ―  8,337 25.5

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  32,352 100.0 ― ―  32,649 100.0

     

 



ファイル名:0609短信（連結）.doc 更新日時:11/16/2006 11:41:00 AM 印刷日時:06/11/17 8:45 

―  ― 12

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   ― 5,355   ―

２ 資本剰余金   ― 2,701   ―

３ 利益剰余金   ― △2,242   ―

４ 自己株式   ― △257   ―

 株主資本合計   ― 5,555 17.5  ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 1,040   ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― 13   ―

３ 土地再評価差額金   ― 1,429   ―

４ 為替換算調整勘定   ― 4   ―

 評価・換算差額等
 合計 

  ― 2,488 7.8  ―

Ⅲ 少数株主持分   ― 60 0.2  ―

純資産合計   ― 8,104 25.5  ―

負債純資産合計   ― 31,763 100.0  ―
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② 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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 
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   17,074 100.0 17,370 100.0  36,937 100.0

Ⅱ 売上原価   10,709 62.7 10,649 61.3  23,248 62.9

売上総利益   6,364 37.3 6,721 38.7  13,688 37.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,344 37.2 6,558 37.8  12,886 34.9

営業利益   20 0.1 162 0.9  802 2.2

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  1 1  2 

２ 受取配当金  10 12  14 

３ 持分法投資利益  96 41  119 

４ 雑収入  49 158 0.9 57 112 0.6 91 227 0.6

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  114 89  226 

２ 受取手形売却損  12 6  23 

３ 売上割引  26 26  57 

４ 雑支出  81 234 1.4 41 163 0.9 121 429 1.2

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △56 △0.3 111 0.6  600 1.6

Ⅵ 特別利益     

１ 貸倒引当金戻入益  37 11  ― 

２ 投資有価証券売却益  0 37 0.2 0 12 0.1 116 116 0.3

Ⅶ 特別損失     

１ 貸倒引当金繰入額 ※２ 23 ―  23 

２ 固定資産除却損 ※３ 48 28  60 

３ 投資有価証券評価損  0 ―  0 

４ 構造改革特別損失 ※４ 185 ―  272 

５ リース解約特別損失 ※５ ― 66  ― 

６ 減損損失 ※６ 19 ―  19 

７ その他 ※７ ― 276 1.6 ― 95 0.6 15 391 1.1

税金等調整前 
中間(当期)純利益 
又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

  △295 △1.7 28 0.2  325 0.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 20 21  36 

法人税等調整額  83 104 0.6 7 28 0.2 84 120 0.3

少数株主損失   △3 △0.0 △8 △0.0  △11 △0.0

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

  △396 △2.3 7 0.0  216 0.6
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 資本剰余金中間期末(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  △2,401  △2,401

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   当期純利益  ― ― 216 216

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 中間純損失  396 ― 

 ２ 土地再評価差額金取崩額  14 65 

３ 連結子会社増加に伴

う利益剰余金減少高 
 ― 410 0 65

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 

  残高 
 △2,811  △2,249
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 △2,249 △253 5,552

中間連結会計期間中の変動額  

 中間純利益 7  7

 自己株式の取得 △4 △4

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
― ― 7 △4 3

平成18年９月30日残高(百万円) 5,355 2,701 △2,242 △257 5,555

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,349 ― 1,429 5 2,784 44 8,381

中間連結会計期間中の変動額   

 中間純利益   7

 自己株式の取得   △4

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△308 13 △1 △296 15 △280

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△308 13 ― △1 △296 15 △277

平成18年９月30日残高(百万円) 1,040 13 1,429 4 2,488 60 8,104
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書
(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) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間(当期)純利益 

又は税金等調整前中間純損失(△) 
 △295 28 325

２ 減価償却費  124 102 238

３ 減損損失  19 ― 19

４ 連結調整勘定償却額  ― ― 0

５ 無形固定資産償却額  ― 2 5

６ 長期前払費用償却額  16 15 38

７ 貸倒引当金の増加額(△は減少)  △68 2 △26

８ 賞与引当金の増加額(△は減少)  △7 120 △11

９ 退職給付引当金の減少額  △174 △11 △236

10 受取利息及び受取配当金  △12 △13 △16

11 支払利息  114 89 226

12 有形固定資産除売却損  48 28 120

13 リース解約特別損失  ― 66 ―

14 投資有価証券評価損  0 ― 0

15 投資有価証券売却益  △0 △0 △116

16 持分法による投資利益  △96 △41 △119

17 売上債権の減少額  1,772 1,079 588

18 たな卸資産の減少額(△は増加)  △209 △532 532

19 仕入債務の減少額  △1,298 △271 △570

20 未払消費税等の増加額(△は減少)  △34 △142 23

21 破産更生債権の減少額  64 5 71

22 その他資産の増加額  △53 △41 △17

23 その他負債の増加額(△は減少)  △33 24 △58

24 割引手形の減少額  △438 △381 △186

小計  △561 129 832

25 利息及び配当金の受取額  30 31 34

26 利息の支払額  △117 △84 △220

27 法人税等の支払額  △48 △37 △26

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △697 38 620
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書
(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) 金額(百万円) 

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  △144 △33 △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  △9 △8 △23

６ 投資有価証券の売却による収入 0 0 204

７ 連結子会社出資金の支払 
  による支出 

 △60 ― △60

８ 貸付けによる支出  ― △30 △17

９ 貸付金の回収による収入  1 1 2

10 その他  △3 △5 △64

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △214 △76 299

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増加額 

  (△は純減少額) 
 699 221 △1,457

２ 長期借入れによる収入  500 ― 1,800

３ 長期借入金の返済による支出  △600 △572 △1,245

４ 少数株主からの払込みによる収入  ― 24 ―

５ その他  △0 △0 △2

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 598 △327 △905

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1 △1 5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△は減少) 
 △312 △367 21

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,090 2,211 2,090

Ⅶ 連結子会社増資に伴う現金 
  及び現金同等物の増加額 

 100 ― 100

Ⅷ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高 

 1,877 1,844 2,211
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 25社

  主要な連結子会社名

㈱フィット東日本、㈱タ

ップス、㈱フィット近畿

日本、㈱タップスウェス

ト、㈱フィット関東日本、

㈱フィット中部日本 

 

 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、当中間連結会計

期間より連結の範囲から

除外いたしました。 

 

 ②中国国内で「REGAL」ブ

ランドの靴の小売運営を

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日の株式取得

に伴い、当中間連結会計

期間より連結子会社とな

りました。なお、みなし

取得日を当中間連結会計

期間末としているため、

当中間連結会計期間は中

間貸借対照表のみを連結

しております。 

 

(1) 連結子会社の数 22社 

  主要な連結子会社名 

㈱フィット東日本、㈱タ

ップス、㈱フィット近畿

日本、㈱タップスウェス

ト、㈱フィット関東日本、

㈱フィット中部日本 

 

前連結会計年度まで連結

子会社でありました鹿児島

製靴㈱、㈱コースト及び㈱

ニスコは、平成18年２月28

日をもって清算を結了いた

しましたので、当中間連結

会計期間より連結の範囲か

ら除外いたしました。 

(1) 連結子会社の数 25社

  主要な連結子会社名

は、「第１ 企業の概況

４ 関係会社の状況」に

記載しているとおりで

す。 

 

 

 ①前連結会計年度まで連

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前連結会計年度まで持

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)    同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 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。 

(1)    同左 (1)    同左 

 

 

(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

㈱ 

(2) 持分法適用の関連会社

数 

     同左 

(2) 持分法適用の関連会社

数 

     同左 

 (3) 持分法非適用の関連会

社はありません。 

(3)    同左 (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、中間決算日が異な

る会社については、当

該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を

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 

(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。 

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち上海麗

格鞋業有限公司の中間決算

日は６月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に

あたり、上海麗格鞋業有限

公司については当中間連結

会計期間の７月に設立し、

連結子会社としております

ので、中間連結決算日であ

ります９月30日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

なお、他の連結子会社の

中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。

連結子会社のうち上海麗

格鞋業有限公司の中間決算

日は６月30日であり、中間

連結決算日との差は３ヶ月

以内であるため、当該連結

子会社の中間会計期間に係

る計算書類を基礎として連

結を行っております。ただ

し、中間連結決算日との間

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

中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。 

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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 

    中間決算末日の市

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 

(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 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部純資産直

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 

    同左 

(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 
    同左 

  ②デリバティブ取引 

   時価法 

 ②デリバティブ取引 

   同左 

 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 

 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

   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無形固定資産：定額法

  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) 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 

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 

 

(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

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②無形固定資産：定額法
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

   貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、

回収不能見込額を計

上しております。 

 ①一般債権 

   貸倒実績率法によっ

ております。 

 ②貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

   財務内容評価法によ

っております。 

  貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 ①一般債権 

同左 

 

 ②貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

同左 

 

  貸倒引当金 

同左 

 

 

 

  ①一般債権 

同左 

 

 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

込額の当中間連結会

計期間負担額を基準

として計上しており

ます。 

  賞与引当金 

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

込額の当連結会計期

間負担額を基準とし

て計上しておりま

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、当中間連結

会計期間において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。 

   なお、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

から費用処理してお

ります。 

  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、当中間連結

会計期間において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。 

なお、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。 

  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」に基づく当中間

連結会計期間末要支

給額を計上しており

ます。 

  役員退職慰労引当金 

同左 

  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。 

 



ファイル名:0609短信（連結）.doc 更新日時:11/16/2006 11:41:00 AM 印刷日時:06/11/17 8:45 

―  ― 22

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産、負債、収

益及び費用は、中間決

算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分

及び資本の部における

為替換算調整勘定に含

めております。 

(4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産、負債、収

益及び費用は、中間決

算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換

算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘

定及び少数株主持分に

含めております。 

(4) 連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産、負債、収益

及び費用は、決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資

本の部における為替換

算調整勘定に含めてお

ります。 

 (5) 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。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (6) 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、ヘッジ会計

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。 

(6) 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

スワップ等につい

ては、特例処理を

採用しておりま

す。 

(6) 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 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  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 

 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

金利によるクーポン

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

固定金利であるた

め、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 

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

金利スワップ等は

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 

 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 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (7) 消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシ

ュ・フロー計算書)

における資金の範

囲 

中間連結キャッシュ・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。 

同左 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。 

 
 

会計方針の変更 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

 当中間連結会計期間から「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中間純損

失が19百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間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。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)並びに改正後の「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 最終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号)及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 最終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

適用指針第２号)を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は8,030百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

(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。 
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会計方針の変更 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (企業結合に係る会計基準等) 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」(企業会計審議会

平成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号)並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」(企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準適用

指針第10号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間より中間連

結貸借対照表において「営業権」は

「のれん」として表示しております。

――― 

 
 
 
 

追加情報 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (賞与支給の対象期間の変更につい

て) 

 当中間連結会計期間から賞与支給

の対象期間が一部子会社の社員を除

き、当社の給与規程の改訂により、

冬期賞与が４月から９月（前連結会

計年度までは６月から11月）、夏期賞

与が10月から翌年3月(前連結会計年

度までは12月から翌年５月）までと

なりました。 

 この変更に伴い、従来の対象期間

によった場合に比べ、賞与引当費用

(売上原価、販売費及び一般管理費)

が109百万円増加しております。 

――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,787百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,755百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,693百万円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

  
(うち工
場財団) 
単位：百万円 

預金 200百万円 ― 

土地 2,706百万円 (2,078)

建物及び 
構築物 

748百万円 (  537)

機械装置 
及び運搬具 

45百万円 (   45)

投資有価 
証券 

5,287百万円 ― 

計 8,987百万円 (2,661)
 

  
(うち工
場財団)
単位：百万円

土地 2,571百万円 (1,944)

建物及び 
構築物 

705百万円 ( 502)

機械装置 42百万円 (  42)
投資有価 
証券 

4,847百万円 ―

計 8,167百万円 (2,488)
 

  
(うち工
場財団)
単位：百万円

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 43百万円 (  43)
投資有価 
証券 

4,916百万円 ―

計 8,260百万円 (2,508)
 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 8,239百万円

長期借入金 1,701百万円

計 9,940百万円
 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 6,587百万円

長期借入金 1,346百万円

計 7,933百万円
 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

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
 

 ３ 受取手形割引高は1,285百万

円であります。 

 ３ 受取手形割引高は1,156百万

円であります。 

 ３ 受取手形割引高は1,537百万

円であります。 

※４ 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) 

3,726百万円
 

※４ 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) 

3,731百万円
 

※４ 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
 

※５ ――― ※５ 中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。 

  なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が、中間連結会計期

末残高に含まれております。 

 受取手形     141百万円 

※５ ――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 537百万円

広告宣伝費 525百万円

ロイヤリティ 268百万円

給料・手当 2,248百万円

賞与引当金 
繰入額 

204百万円

退職給付引当金
繰入額 

105百万円

法定福利費 323百万円

賃借料 781百万円

減価償却費 114百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 512百万円

広告宣伝費 518百万円

ロイヤリティ 220百万円

給料・手当 2,253百万円

賞与引当金 
繰入額 

314百万円

退職給付引当金
繰入額 

124百万円

法定福利費 325百万円

賃借料 815百万円

減価償却費 99百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 1,100百万円

広告宣伝費 1,144百万円

ロイヤリティ 530百万円

給料・手当 4,681百万円

賞与引当金 
繰入額 

209百万円

退職給付引当金
繰入額 

204百万円

法定福利費 660百万円

賃借料 1,616百万円

減価償却費 221百万円
 

※２ 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 ――― ※２ 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。 

※３ 小売店舗の閉鎖による除却損

などによるものであります。 

※３ 小売店舗の閉鎖による除却損

などによるものであります。 

※３ 小売店舗の閉鎖による除却損

等であります。 

※４ 連結子会社である鹿児島製靴

㈱の解散に伴うものでありま

す。 

※４ ――― ※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 ――― ※５ 基幹システムの変更による、

旧リース契約の解約によるもの

であります。 

※５ ――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※６ 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。 

 

※７ ――― 

 

※６ ――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７ ――― 

※６ 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。 

 

※７ 材料の特別損失などでありま

す。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 32,500,000                 ―                 ― 32,500,000 
 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,002,476 38,731                 ― 2,041,207 
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加  3,866 株 

持分法適用会社が保有している自己株式(当社株式)の当社持分割合の増加による当社帰属分 34,865株 

 

 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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 
預金勘定 

2,737百万円

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 

1,877百万円

  

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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 
預金勘定 

2,204百万円

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 

1,844百万円

  

１ 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 
預金勘定 

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 

 

①事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成 17 年 4 月 1日 至 平成 17 年 9 月 30 日)、当中間連結会計

期間(自 平成 18年 4月 1日 至 平成 18年 9月 30日)及び前連結会計年度(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％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

②所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成 17 年 4 月 1日 至 平成 17 年 9 月 30 日)、当中間連結会計

期間(自 平成 18年 4月 1日 至 平成 18年 9月 30日)及び前連結会計年度(自 平成 17年 4

月１日 至 平成 18 年 3月 31 日) 

全セグメント売上高の合計に占める日本の割合がいずれも 90％を超えるため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。 

 

③海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成 17 年 4 月 1日 至 平成 17 年 9 月 30 日)、当中間連結会計

期間(自 平成 18年 4月 1日 至 平成 18年 9月 30日)及び前連結会計年度(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 

 

半期報告書について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)有価証券関係 

 

 前中間連結会計期間末(平成17年9月30日) 

 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

その他有価証券    

株式 1,048 2,142 1,093

 (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定した場合にこれを適用しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 8

 

 

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日) 

 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

その他有価証券    

株式 965 2,197 1,231

 (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定した場合にこれを適用しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 15
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前連結会計年度末(平成18年3月31日) 

 

１ 時価のある有価証券 

 

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) 

その他有価証券    

株式 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定した場合にこれを適用しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 8

 

 

 

 

 

(５)デリバティブ取引関係 

 

半期報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております 

 

 

 

(６)ストック・オプション等関係 

 

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション関係) 

該当事項はありません。 
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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 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30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              4,924              4,563 △ 360 △ 7.3 

(注) １ 金額は販売金額によっております。 

 ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）商品仕入実績 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30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              7,590              8,059 468 ＋ 6.2 

(注) １ 金額は仕入金額によっております。 

２ 上記金額には、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。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30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 21 ― 50 ― ＋ 29 ― 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（４）販売実績 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30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 5,297 5,977 680 ＋ 12.8 

靴卸売部門 11,274 10,952 △ 322 △  2.9 

その他 501 440 △  61 △ 12.3 

 合計 17,074 17,370 296 ＋  1.7 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

 


