
 - 1 -

 

平成 19 年３月期 決算短信 

平成 19 年５月 18 日 

上 場 会 社 名        株式会社リーガルコーポレーション      上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号         7938                                ＵＲＬ  http://www.regal.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役   （氏名）伊藤 利男 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理本部長（氏名）飯嶋 正明       ＴＥＬ (03) 4555－5005 
定時株主総会開催予定日  平成 19 年６月 27 日  
有価証券報告書提出予定日 平成 19 年６月 27 日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1)連結経営成績                                （％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 

 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円     ％

19 年３月期 
18 年３月期 

38,074 (   3.1) 
36,937 (△ 0.7) 

922 (15.0)
802 ( 5.3)

554 (△ 7.7) 
600 (   6.5) 

461 (  112.9)
216 (△ 39.5)

 

 
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        

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

19 年３月期 
18 年３月期 

15  08  
7  10  

― ― 
― ― 

5.5  
2.8  

1.7   
1.8   

2.4  
2.2  

(参考) 持分法投資損益       19 年３月期 △163 百万円  18 年３月期 119 百万円 
 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年３月期 
18 年３月期 

31,968   
32,649   

8,429  
8,337  

26.2   
25.5   

273   11 
273   37 

(参考) 自己資本       19 年３月期 8,374 百万円  18 年３月期 8,337 百万円 
 
(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          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期 
18 年３月期 

1,069   
620   

△ 389  
299  

△ 1,174   
△   905   

1,719  
2,211  

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結） 
  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 
19 年３月期 

―  ― 
―  ― 

―  ―  
―  ―  

―  ― 
―  ― 

―    
―    

―   
―   

―  
―  

20 年３月期 
（予想） 

―  ― 5  00  5  00  32.5    

 
 
３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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

中 間 期 
通    期 

18,200 (4.8) 
39,650 (4.1) 

100 (△38.5)
970    (5.1)

30 (△73.1)
810   (46.1)

△ 100 (― ) 
500 (8.4) 

△  3  08 
15  38 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有 

新規 ２社（社名 香港麗格鞋業有限公司、株式会社オンディーヌ） 
除外 ３社（社名 鹿児島製靴株式会社、株式会社コースト、株式会社ニスコ） 
(注) 詳細は、６～７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   有 

〔(注)詳細は、19～20 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 
 
(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） 19 年３月期 32,500,000 株 18 年３月期 32,500,000 株 
②期末自己株式数  19 年３月期   1,836,848 株 18 年３月期   2,002,476 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.19 年３月期の個別業績(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日) 
(1)個別経営成績                             （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円      ％

19 年３月期 
18 年３月期 

34,814 (   1.5) 
34,310 (△ 1.1) 

717 (△ 12.2)
817 (   26.0)

570 (△ 3.9) 
594 (  58.9) 

△ 2,389 (  ―  )
72 (△ 39.4) 

 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        

 円 銭 円 銭

19 年３月期 
18年３月期 

△ 73  65  
2  24  

― ― 
― ―

 
(2)個別財政状態 

 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

19 年３月期 
18年３月期 

30,054   
32,594   

8,076  
10,775  

26.9   
33.1   

248   94 
332   04 

(参考) 自己資本       19 年３月期 8,076 百万円  18 年３月期 10,775 百万円   
２．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）  
 

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
中 間 期 
通    期 

16,300 (2.5) 
35,500 (2.0) 

200 (81.1)
800 (11.5)

100 (26.4)
600 ( 5.1)

0 ( 0.0) 
350 ( ― ) 

0  00 
10  77 

 

※ 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、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仮定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、３ページ
の「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加、雇用環境の改善による個人消費の底堅

い動きなどがみられ、景気は緩やかな回復傾向を続けてまいりました。 

靴業界におきましては、全般的にカジュアル化の傾向が続き、紳士靴では前年度のクールビズからの「大人のカジ

ュアル」需要やヤング・トレンド商品の売れ行きが好調となったことから、堅調に推移いたしました。婦人靴では、

期初は天候不順のためサンダル等の季節品が不調となりましたが、期後半はカジュアルタイプのブーツが売れ筋とな

るなど年間では前年度並みに推移いたしました。 

このような環境のなかで、当社グループは、ブランド特性に応じた販売チャネル別の営業体制の下で、高付加価値

商品の提案、カジュアル・コンフォート商品の開発強化、取引先との特注品開発や、直営店の出店など積極的な営業

活動に取り組んでまいりました。また、横浜、東京、札幌などに婦人靴を主とした 13 店舗の靴小売店を有する㈱オ

ンディーヌを子会社とし、更なる事業の拡大や婦人靴専門店の強化に取り組んでまいりました。さらに、多様化する

販売チャネルへの迅速な対応や事業の効率経営を図るため卸売子会社 10 社を統廃合するなど事業の再編に取り組み、

平成 19 年 4月以降は卸売子会社 3社体制といたします。 

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 38,074 百万円（前期比 3.1％増）となりました。 

損益面につきましては、世界的に原材料の高騰が進行するなか、国内外での高付加価値商品の開発や生産効率向上

など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、などに取り組んでまい

りました。 

この結果、連結営業利益は 922 百万円（前期比 15.0％増）、連結経常利益は 554 百万円（前期比 7.7％減）、連結当

期純利益は 461 百万円（前期比 112.9％増）となりました。 

 

事業部門別の概況は次のとおりであります。 

 

① 小売部門 

 小売部門につきましては、中国上海市の靴小売独資子会社による「上海リーガル２号店」や、「リーガルシュー

ズ吉祥寺店」、婦人靴専門店「REGAL Women 銀座店」、「ナチュラライザー サッポロファクトリー店」などを出店、

また、㈱オンディーヌを平成 18 年 12 月に子会社化とし、グループの直営店合計 100 店舗（前期比 22 店舗増、Web

ショップを含む）とするなど積極的な営業活動に取り組んでまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は、13,234 百万円（前期比 16.4％増）となりました。 

 

② 卸売部門 

 卸売部門につきましては、紳士靴では「リーガル」のドレス商品やカジュアル商品がリーガルシューズ店を中心

として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商品やカジュアル商品は売上減少傾向に歯止めが

かからず、全体として前年度並みに推移いたしました。婦人靴では、「リーガル」、「クラークス」や「ナチュララ

イザー」ブランドのカジュアル商品は好調に推移いたしましたが、不振が続くエレガンス商品の売上減をカバーす

るまでには至りませんでした。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は、23,874 百万円（前期比 2.6％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、965 百万円（前期比 9.3％減）となりました。 

 

 

 

今後の見通しにつきましては、国内経済は企業収益の改善などにより堅調に推移する見込みですが、引き続き原材

料費の上昇が予想されるなど、当社グループを取り巻く環境は予断を許さない状況にあります。 

このような状況下において、当社グループは、従来の製造卸売業から製造小売業へと事業構造の変換を図り、高付

加価値商品やカジュアル・コンフォート商品の開発・提案、直営小売店の出店などに取り組んでまいります。 

次期の見通しにつきましては、連結売上高 39,650百万円、連結営業利益 970百万円、連結経常利益 810百万円、

連結当期純利益 500百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

    （イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、3.2％減少し、17,521百万円となりました。これは、主として現

金及び預金が662百万円減少したことなどによります。（なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、 

ページのキャッシュ・フロー計算書をご参照ください。） 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、0.7％減少し、14,447百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、2.1％減少し、31,968百万円となりました。 

 

    （ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、0.8％減少し、16,387百万円となりました。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、7.8％減少し、7,151百万円となりました。これは、主として長期

借入金が581百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、3.0％減少し、23,538百万円となりました。 

 

    （ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末の少数株主持分及び資本合計に比べて、0.6％増加し、8,429百万円となり

ました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会年度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 492 百万円減

少し、当連結会計年度末には、1,719 百万円となりました。 

当連結会年度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。 

 

    （イ）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1,069百万円（前期比72.3％増）となりました。 

      収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益436百万円、売上債権の減少額648百万円であり、支出の主な内

訳は、仕入債務の減少額485百万円及び割引手形の減少額474百万円であります。 

 

    （ロ）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389百万円（前年同期は299百万円の収入）となりました。 

      これは、主に有形固定資産及び投資有価証券の取得によるものであります。 

 

    （ハ）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1,174百万円（前期比29.7％増）となりました。 

      これは、主に長期借入金の返済によるものであります。 
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  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成19年3月 期

自己資本比率(%)     17.2      20.9      21.9      25.5      26.2  

時価ベ－スの自己資本比率(%)      8.0      19.1      20.1      26.9      20.6  

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率(%) 
8.4      8.0      13.6      14.5       7.5  

インタレスト・カバレッジ 

・レシオ(倍) 
5.4      5.0       2.9       2.8       6.4  

 

自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベ－スの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※  キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております 

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。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 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。 

 当期の配当につきましては、内部留保を充実するため配当の予定はございません。 

 次期の配当につきましては、業績等を勘案しながら決定いたしますが、現在のところ５円の復配を予定してお

ります。 
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２．企業集団の状況 

（１）事業の内容 
当連結会計年度における当社の企業集団は、当社、子会社24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㈱、㈱オンディーヌ、
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、山田護謨㈱ 

調査・研究 

開発事業 
調査研究開発他  ㈱日本靴科学研究所 

その他の事業 調達 
紳士靴 
婦人靴 

香港麗格鞋業有限公司、大鳳商事㈱ 

 

(注)１ 卸売子会社の㈱フィット東日本と㈱フィット関東日本ならびに㈱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 平成 18 年 10 月 19 日に海外調達拠点として香港麗格鞋業有限公司を香港に設立し、連結子会社といた

しました。 

３ 小売事業領域の拡大、幅広い顧客層への浸透を図るため、婦人靴を主とした専門店を運営しております、

㈱オンディーヌの全株式を平成 18 年 12 月 18 日付けで取得し、連結子会社といたしました。 

４ 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、㈱タ

ップスウェストは、平成 19 年３月 31 日をもって解散し、現在清算中であります。 
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（２）関係会社の状況 

 
 (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および香港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。 

※５ 平成19年３月31日をもって解散し、現在清算中であります。 

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 ※５ 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※５ 〃 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※５ 〃 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 

㈱フィット西日本 ※５ 〃 10 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、器具備品他
を賃貸、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※５ 〃 10 〃 100.0 ― 
当社製品を卸売、器具備品他
を賃貸、役員の兼任1名等 

岩手製靴㈱ 〃 10 〃 100.0 ― 
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 ― 
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 

米沢製靴㈱ 〃 10 〃 100.0 ― 
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 〃 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 

㈱オンディーヌ 〃 48 〃 100.0 ― 当社製品の小売、資金援助 

㈱ニッカ 
エンタープライズ 

〃 10 〃 100.0 ― 
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 200 〃 60.0 ― 
当社製品の小売、役員の兼任2
名等 

香港麗格鞋業有限公司 香港九龍 15 〃 100.0 ― 
当社製品の調達、役員の兼任2
名等 

その他６社     

(持分法適用関連会社)     

㈱ニッピ 東京都足立区 3,500 皮革 23.5 22.9 
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 〃 39.0 ― 
当社製品の製造、役員の兼任1
名等 

その他２社     
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３．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）目標とする経営指標 

当社グループは全体に対する経営指標として、「売上高対営業利益率」、「売上高対経常利益率」の向上を目標と

して取り組んでおりますが、各部門におきましては個別の問題解決を判断しやすくするため、納期率、在庫回転率

などの経営指標を設定しております。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 
 当社グループは「靴を通して、お客様に、足元から美と健康を提供する」ことを事業ミッションとして 

・お客様第一に、マーケット志向で行動する顧客創造企業を目指す。 

・品質重視に徹した靴作りとサービスで、お客様に安全と安心と満足を提供する。 

・コンプライアンスの徹底、事業を通じての人材の育成に努め、社会の皆様より高い信頼を得る企業を目指す。 

を企業理念として活動しております。 
 

 中期的には経営戦略として次の項目に取り組んでまいります。 

①直営小売店の出店を加速して小売事業へのシフトを推進する。 

②商品開発、調達、情報システムの等の機能強化により、小売事業をサポートする。 

③卸売事業は販売効率の向上により利益を追求する。 

④「リーガル」ブランドの価値向上を目指し、販路整備の実現とさらなる品質向上、高付加価値化を進める。 

⑤調達の基本品質である納期短縮、納期遵守率の強化とグローバル化を推進する。 

⑥人材の育成、ガバナンス体制の構築、財務体質の強化を行い経営基盤を固める。 

 

（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。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、品質の向上、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下で、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共に考える、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品質の向上 

 技術の品質を高めることを目的として、国内生産子会社および海外メーカーへ技術者を派遣するとともに、材料

から製品までの検査体制を構築し、また、お客様のご要望に応えるため専用の相談窓口を設置するなど、品質の向

上に取り組んでまいります。 

⑤人材の育成 

 熟練者から若手技術者へのノウハウの伝承や、小売強化に対応した人材育成に取り組んでまいります。 

 

なお、当社は、東京都足立区が推進する「千住大橋駅周辺街づくり」に参画しております。本社土地（東京都足

立区千住橋戸町２番地）の用途地域に関する都市計画変更が東京都により平成 19 年４月６日に決定告示されました

こと を受け、本社土地の有効利用および本社移転の可能性を早急に検討し、決定する必要があります。そのため、

平成 19 年４月より専任部署として施設開発室を設置するなど全社的なプロジェクトとして対処してまいります。 

 

（５）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」により開示をしておりますので、記載を省略しております。 
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４ 連結財務諸表等 

（１）連結財務諸表 

 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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  2,571  1,909 

 ２ 受取手形及び売掛金 ※2,7 7,215  7,096 

 ３ たな卸資産  8,090  8,121 

 ４ 繰延税金資産  253  359 

 ５ その他 ※６ 623  605 

   貸倒引当金  △651  △570 

    流動資産合計  18,104 55.5  17,521 54.8

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 ※１ 3,444 3,610  

     減価償却累計額  1,951 1,493 2,094 1,516 

  (2) 機械装置及び運搬具 ※１ 1,088 1,081  

     減価償却累計額  1,012 76 1,011 69 

  (3) 土地 ※1,4 2,741  2,741 

  (4) その他  1,073 1,118  

     減価償却累計額  729 343 782 336 

     有形固定資産合計  4,655 14.3  4,665 14.6

 ２ 無形固定資産    

  (1) 営業権  20  - 

  (2) のれん  -  187 

  (2) 電話加入権  25  27 

     無形固定資産合計  45 0.1  214 0.7

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※1,3 6,407  5,619 

  (2) 長期貸付金  51  50 

  (3) 破産更生債権等  242  363 

  (4) 繰延税金資産  1,071  1,243 

  (5) その他  2,303  2,594 

    貸倒引当金  △232  △303 

     投資その他の 

     資産合計 
 9,844 30.2  9,567 29.9

    固定資産合計  14,545 44.5  14,447 45.2

   資産合計  32,649 100.0  31,968 100.0
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前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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  7,792  7,551 

２ 短期借入金 ※１ 6,674  6,265 

３ 未払法人税等  53  67 

４ 賞与引当金  278  398 

５ その他 ※６ 1,716  2,104 

 流動負債合計  16,515 50.6  16,387 51.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※１ 2,071  1,490 

２ 退職給付引当金  4,467  4,416 

３ 役員退職慰労引当金  144  160 

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

※４ 985  985 

５ その他  84  98 

 固定負債合計  7,752 23.7  7,151 22.4

負債合計  24,267 74.3  23,538 73.6

(少数株主持分)    

少数株主持分  44 0.1  ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  5,355 16.4  ― ―

Ⅱ 資本剰余金  2,701 8.3  ― ―

Ⅲ 利益剰余金  △2,249 △6.9  ― ―

Ⅳ 土地再評価差額金 ※４ 1,429 4.4  ― ―

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,349 4.1  ― ―

Ⅵ 為替換算調整勘定  5 0.0  ― ―

Ⅶ 自己株式 ※５ △253 △0.8  ― ―

資本合計  8,337 25.5  ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 32,649 100.0  ― ―
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前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ―  5,355 

２ 資本剰余金  ―  2,766 

３ 利益剰余金  ―  △1,788 

４ 自己株式  ―  △296 

 株主資本合計  ―  6,036 18.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 ―  887 

２ 繰延ヘッジ損益  ―  12 

３ 土地再評価差額金 ※４ ―  1,429 

４ 為替換算調整勘定  ―  8 

 評価・換算差額等合計  ―  2,338 7.3

Ⅲ 少数株主持分  ―  55 0.2

純資産合計  ―  8,429 26.4

  負債純資産合計  ―  31,968 100.0
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（２） 連結損益計算書 
 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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  36,937 100.0  38,074 100.0

Ⅱ 売上原価  23,248 62.9  23,595 62.0

   売上総利益  13,688 37.1  14,479 38.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 荷造運送費  1,100 1,068  

 ２ 広告宣伝費  1,144 1,173  

 ３ ロイヤリティ  530 451  

 ４ 給料・手当  4,681 4,747  

 ５ 賞与引当金繰入額  209 329  

 ６ 退職給付引当金繰入額  204 254  

 ７ 法定福利費  660 677  

 ８ 賃借料  1,616 1,733  

 ９ 租税公課  102 104  

 10 旅費交通費  425 409  

 11 減価償却費  221 252  

 12 事務費  982 1,154  

 13 保管料  301 277  

 14 貸倒引当金繰入額  9 40  

 15 その他  694 12,886 34.9 882 13,556 35.6

    営業利益  802 2.2  922 2.4

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2 2  

 ２ 受取配当金  14 17  

 ３ 持分法投資利益  119 -  

 ４ 雑収入  91 227 0.6 111 132 0.3

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  226 172  

 ２ 受取手形売却損  23 8  

 ３ 売上割引  57 57  

 ４ 持分法投資損失  - 163  

 ５ 雑支出  121 429 1.2 98 500 1.3

   経常利益  600 1.6  554 1.5
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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    

 １ 貸倒引当金戻入益  - 43  

 ２ 投資有価証券売却益  116 116 0.3 9 52 0.1

Ⅶ 特別損失    

 １ 貸倒引当金繰入額 ※１ 23 -  

 ２ 固定資産除却損 ※２ 60 43  

 ３ 減損損失 ※３ 19 -  

 ４ 構造改革特別損失 ※４ 272 -  

 ５ 投資有価証券売却損 ※６ - 59  

 ６ 解約リース特別損失 ※７ - 66  

 ７ その他 ※５ 15 391 1.1 - 170 0.4

   税金等調整前当期純利益  325 0.9  436 1.1

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 36 53  

   法人税等調整額  84 120 0.3 △58 △5 0.0

   少数株主損失  △11 △0.0  △19 △0.1

   当期純利益  216 0.6  461 1.2
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（３）連結剰余金計算書 
 

  
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) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,701 

Ⅱ 資本剰余金期末残高  2,701 

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △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 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  △2,249 
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（４）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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

連結会計年度中の変動額  

 当期純利益 461  461

 自己株式の取得 △1 △1

 自己株式の処分 65 △41 24

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) - 65 461 △43 483

平成19年３月31日残高(百万円) 5,355 2,766 △1,788 △296 6,036

 

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

連結会計年度中の変動額   

 当期純利益   461

 自己株式の取得   △1

 自己株式の処分   24

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△461 12 2 △446 11 △435

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△461 12 - 2 △446 11 48

平成19年３月31日残高(百万円) 887 12 1,429 8 2,338 55 8,429
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（５）連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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  325 436 

 ２ 減価償却費  238 259 

 ３ 減損損失  19 - 

 ４ 連結調整勘定償却額  0 - 

 ５ 無形固定資産償却額  5 - 

 ６ のれん償却額  - 28 

 ７ 長期前払費用償却額  38 44 

 ８ 貸倒引当金の減少額  △26 △16 

 ９ 賞与引当金の増加額(△は減少)  △11 118 

 10 退職給付引当金の減少額  △236 △71 

 11 受取利息及び受取配当金  △16 △20 

 12 支払利息  226 172 

 13 有形固定資産除却損  120 43 

 14 解約リース特別損失  - 66 

 15 投資有価証券評価損  0 - 

 16 投資有価証券売却益  △116 △9 

 17 投資有価証券売却損  - 59 

 18 持分法による投資損失(△は利益)  △119 163 

 19 売上債権の減少額  588 648 

 20 たな卸資産の減少額  532 115 

 21 仕入債務の減少額  △570 △485 

 22 未払消費税等の増加額(△は減少)  23 △19 

 23 破産更生債権等の減少額(△は増加)  71 △123 

 24 その他資産の増加額  △17 △13 

 25 その他負債の増加額(△は減少)  △58 319 

 26 割引手形の減少額  △186 △474 

    小計  832 1,243 

 27 利息及び配当金の受取額  34 38 

 28 利息の支払額  △220 △167 

 29 法人税等の支払額  △26 △44 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  620 1,069 
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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)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記
番号

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 定期預金の預入による支出  - △150 

 ２ 定期預金の払戻による収入  500 320 

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △296 △208 

 ４ 有形固定資産の売却による収入  80 0 

 ５ 無形固定資産の増加額  △25 - 

 ６ 投資有価証券の取得による支出  △23 △216 

 ７ 投資有価証券の売却による収入  204 68 

 ８ 連結子会社出資金の支払による支出  △60 - 

 ９ 新規連結子会社の取得による支出 ※２ - △96 

 10 貸付けによる支出  △17 - 

 11 貸付金の回収による収入  2 2 

 12 その他投資等の増加額  △64 △110 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  299 △389 

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  △1,457 △178 

 ２ 長期借入れによる収入  1,800 - 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △1,245 △1,034 

 ４ 自己株式の取得による支出  △2 △1 

 ５ 少数株主からの払込みによる収入  - 40 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △905 △1,174 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  5 1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少)  21 △492 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,090 2,211 

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 ※１ 2,211 1,719 

    

 



 - 18 -

（６）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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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は、「１ 企業集団の状況」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。 

 

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、「２ 企業集団の状況」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鹿児

島製靴㈱、㈱コーストおよび㈱ニスコは、平成18

年２月28日に清算を結了いたしましたので、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海外調達拠点として、香港麗格鞋業有限公司を平成

18年10月19日付で香港に設立し、連結子会社といた

しました。 

 

 

 ③小売事業領域の拡大、幅広い顧客層への浸透を図る

ため、婦人靴を主とする靴小売店を有する㈱オンデ

ィーヌの全株式を平成18年12月18日付で取得し、連

結子会社といたしました。 

 

 ④連結子会社の㈱フィット東日本と㈱フィット関東

日本ならびに㈱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 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。 

 

３ ――― 

 

２ ――― 

 

 

 

３ のれんの償却の方法及び期間 

 のれんの償却については、その個別案件ごとに判

断し、発生日以後、投資効果の発現する期間(５年～

20年)で均等償却を行っております。ただし、金額が

僅少である場合、発生会計年度に一括償却しており

ます。 

 

 

  なお、上記「連結範囲に関する事項」、「連結調整勘定の償却に関する事項」、「のれんの償却の方法及び期間」

以外は、 近の有価証券報告書（平成 18 年６月 29 日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略

します。 
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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。 

(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) 

 当連結会計年度から「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

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 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

8,361百万円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

 

(企業結合に係る会計基準等) 

 当連結会計年度から「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 終改正平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号)を適用しております。 

 連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

 (連結貸借対照表) 

「営業権」は当連結会計年度から「のれん」として

表示しております。 

 (連結キャッシュ・フロー計算書) 

「連結調整勘定償却額」及び「無形固定資産償却額」

は当連結会計年度から「のれん償却額」として表示

しております。 
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追加情報 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (賞与支給の対象期間の変更について) 

 当連結会計年度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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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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、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 (1,944百万円)

建物及び構築物 729百万円 (  520百万円)

機械装置 43百万円 (   43百万円)

投資有価証券 4,916百万円 ― 

計 8,260百万円 (2,508百万円)
 

※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 (1,944百万円)

建物及び構築物 683百万円 (  484百万円)

機械装置 47百万円 (   47百万円)

投資有価証券 4,084百万円 ― 

計 7,386百万円 (2,475百万円)
 

 (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) 対応する債務の金額 

短期借入金 5,757百万円

長期借入金 1,451百万円

計 7,208百万円
 

※２ 受取手形割引高は 1,537百万円であります。 ※２ 受取手形割引高は 1,062百万円であります。 

※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) 3,770百万円
 

※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) 3,375百万円
 

※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

※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」として純資産の部に計上

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   △640百万円 

※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 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。 

※６ ――― 

※７ ――― 

※５ ――― 

※６ 前払式証票の規制等に関する法律に基づき担保に

供している資産及び対応する債務 

     (担保に供している資産) 

    流動資産その他          22百万円 

     (対応する債務) 

    流動負債その他(ギフトカード)   18百万円 

※７ 連結会計年度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をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結

会計年度末残高に含まれております。 

受取手形            129百万円 
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(連結損益計算書関係) 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※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。 

※１ ――― 

※２ 小売店舗の閉鎖による除却損等であります。 ※２ 同左 

※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。 

 

※３ ――― 

※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。 

※４ ――― 

※５ 材料の特別損失などであります。 

※６ ――― 

 

※７ ――― 

※５ ――― 

※６ 持分法適用の関連会社の株式売却損でありま

す。 

※７ 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。 

 ８ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、176百万円であります。 

 

 ８ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、111百万円であります。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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 当連結会計年度末 

普通株式(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 当連結会計年度末 

普通株式(株) 2,002,476 6,883 172,511 1,836,848 
 

（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 6,883 株 
 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 持分法適用会社が保有している自己株式(当社株式)の当社持分割合の減少による当社帰属分 172,511 株 

 

 

(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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※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 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
  

※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 1,909百万円

  計 1,909百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△190百万円

現金及び現金同等物 1,719百万円
 

※２――― ※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに㈱オンディーヌ（以下、

新規取得連結子会社）を連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳ならびに新規取得連結子

会社株式の取得価額と新規取得連結子会社取得のた

めの支出(純額)との関係は次のとおりである。 

  流動資産                226百万円 

  固定資産                246百万円 

  のれん                 191百万円 

  流動負債             △ 445百万円 

  固定負債             △ 104百万円 

  新規取得連結子会社株式の取得価額   114百万円 

  新規取得連結子会社 
現金及び現金同等物          18百万円 

  差引：新規取得連結子会社 
取得のための支出        96百万円 
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（セグメント情報） 

 
１ 事業の種類別セグメント情報 

 

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18年４月１日 至平成19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。 

 

 

２ 所在地別セグメント情報 

 

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18年４月1日 至平成19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。 

 

 

３ 海外売上高 

 

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。 
 

当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19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。 
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（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17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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              9,923              9,460 △ 463 △ 4.7 

(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17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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             16,325             17,509 1,183 7.2 

(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17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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 291 ― 414 ― 123 ― 

(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17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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 11,372 13,234 1,862 16.4 

靴卸売部門 24,500 23,874 △ 625 △ 2.6 

その他 1,064 965 △  98 △ 9.3 

 合計 36,937 38,074 1,137 3.1 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（企業結合等関係） 

 

  当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 
 

   パーチェス法適用 

 １．企業結合の概要 

  （１）被取得企業の名称      ㈱オンディーヌ 

  （２）被取得企業の事業の内容   婦人靴を中心とした靴小売事業 

  （３）企業結合を行った主な理由  小売事業領域拡大のため 

  （４）企業結合日         平成 18 年 12 月 18 日 

  （５）企業結合の法的形式     当社が 100％株式を取得 

  （６）取得した議決権比率     100％ 

 

 ２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

    平成 19 年１月１日から平成 19 年３月 31 日まで 

 

 ３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  （１）被取得企業の取得原価   114 百万円 

  （２）取得原価の内訳 

株式取得費用      114 百万円 

 

 ４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  （１）のれんの金額       191 百万円 

  （２）発生原因 

    平成 18 年 12 月 31 日現在で評価した当該資産と負債及び株式取得原価との差額 

  （３）償却方法及び償却期間 

      10 年間の均等償却を行っております。 

 

 ５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

        流動資産      226 百万円 

        固定資産      246 百万円 

          資産計      473 百万円 

         流動負債      445 百万円 

         固定負債      104 百万円 

          負債計      550 百万円 

 

 ６．当該企業結合が当期首に完了したと仮定したときの当期の連結損益計算書への影響の概算額 

         売上高       994 百万円 

         経常損失      231 百万円 

         当期純損失     124 百万円 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 273.37円 273.11円

１株当たり当期純利益 7.10円 15.08円

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため、記載しておりません。 

 

 

１株当たり当期純利益の算定の基礎

連結損益計算書上の当期純利益 

216百万円

普通株式に係る当期純利益 

216百万円

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

30,504,031株

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。 

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  連結貸借対照表の純資産の部の

合計額 

8,429百万円

普通株式に係る純資産額 

8,374百万円

    差額の主な内訳 

  少数株主持分       55百万円

 

    普通株式の発行済株式数 

32,500,000株

    普通株式の自己株式数  

1,836,848株

    １株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数  

30,663,152株

 

２ １株当たり当期純利益 

 連結損益計算書上の当期純利益

461百万円

 普通株式に係る当期純利益 

461百万円

 普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

 該当事項はありません。 

 普通株式の期中平均株式数 

30,580,338株

 

 

（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略します。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５ 財務諸表等 

（１）貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19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  1,910  1,175 

 ２ 受取手形  360  948 

 ３ 売掛金  10,358  9,105 

 ４ 商品  4,294  4,429 

 ５ 製品  2,111  1,831 

 ６ 材料  129  117 

 ７ 仕掛品  27  25 

 ８ 貯蔵品  53  50 

 ９ 前渡金  248  237 

 10 前払費用  89  80 

 11 繰延税金資産  364  484 

 12 関係会社短期貸付金  2,801  895 

 13 その他  171  261 

   貸倒引当金  △762  △1,118 

   流動資産合計  22,157 68.0  18,523 61.6

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  2,346 2,371  

    減価償却累計額  1,503 842 1,555 815 

  (2) 構築物  158 158  

    減価償却累計額  123 35 126 31 

  (3) 機械及び装置  832 831  

    減価償却累計額  770 62 775 55 

  (4) 車輌運搬具  15 15  

    減価償却累計額  13 1 14 1 

  (5) 工具・器具及び備品  400 394  

    減価償却累計額  329 70 313 81 

  (6) 土地  2,701  2,701 

   有形固定資産合計  3,713 11.4  3,686 12.3

 ２ 無形固定資産    

    電話加入権  21  21 

   無形固定資産合計  21 0.1  21 0.1
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前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19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
(％)

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  2,455  2,085 

  (2) 関係会社株式  1,308  1,894 

  (3) 出資金  19  19 

  (4) 関係会社出資金  61  135 

  (5) 長期貸付金  14  11 

  (6) 従業員長期貸付金  31  33 

  (7) 関係会社長期貸付金  1,399  3,749 

  (8) 破産債権、更生債権 
    その他これらに 
    準ずる債権 

 30  30 

  (9) 長期前払費用  15  9 

  (10) 年払生命保険金  478  488 

  (11) 差入敷金保証金  339  403 

  (12) 繰延税金資産  712  934 

  (13) その他  272  284 

   投資損失引当金  △360  △876 

   貸倒引当金  △75  △1,378 

   投資その他の資産合計  6,701 20.6  7,823 26.0

   固定資産合計  10,437 32.0  11,531 38.4

   資産合計  32,594 100.0  30,054 100.0

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  6,173  1,801 

 ２ 買掛金  1,592  5,619 

 ３ 短期借入金  5,137  5,113 

 ４ 関係会社短期借入金  42  90 

 ５ 一年以内に返済する 
   長期借入金 

 1,507  1,152 

 ６ 未払金  48  41 

 ７ 未払法人税等  31  37 

 ８ 未払消費税等  65  ― 

 ９ 未払費用  770  1,070 

 10 預り金  56  49 

 11 賞与引当金  93  144 

 12 従業員預り金  309  307 

 13 事業再編引当金  ―  871 

 14 その他  17  15 

   流動負債合計  15,845 48.6  16,313 54.3
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前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19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
(％)

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金  1,846  1,490 

 ２ 退職給付引当金  2,914  2,930 

 ３ 役員退職慰労引当金  144  160 

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債 

 985  985 

 ５ その他  84  97 

   固定負債合計  5,974 18.3  5,664 18.8

   負債合計  21,819 66.9  21,977 73.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  5,355 16.4  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  2,701  ― 

資本剰余金合計  2,701 8.3  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

  当期未処分利益  351  ― 

利益剰余金合計  351 1.1  ― ―

Ⅳ 土地再評価差額金  1,429 4.4  ― ―

Ⅴ その他有価証券評価差額金  945 2.9  ― ―

Ⅵ 自己株式  △7 △0.0  ― ―

資本合計  10,775 33.1  ― ―

負債資本合計  32,594 100.0  ― ―
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前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ―  5,355 

２ 資本剰余金    

資本準備金  ― 2,701  

資本剰余金合計  ―  2,701 

３ 利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― △2,038  

利益剰余金合計  ―  △2,038 

４ 自己株式  ―  △9 

株主資本合計  ― ―  6,008 20.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 ―  613 

２ 繰延ヘッジ損益  ―  25 

３ 土地再評価差額金  ―  1,429 

評価・換算差額等合計  ― ―  2,068 6.9

純資産合計  ― ―  8,076 26.9

負債純資産合計  ― ―  30,054 100.0
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（２）損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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    

 １ 製品売上高  10,555 10,324  

 ２ 商品売上高  22,952 23,706  

 ３ 材料その他の売上高  801 34,310 100.0 783 34,814 100.0

Ⅱ 売上原価    

 １ 製品・商品売上原価    

  (1) 期首製品棚卸高  2,091 2,111  

  (2) 当期製品製造原価  6,264 6,092  

合計  8,356 8,203  

  (3) 期末製品棚卸高  2,111 1,831  

  (4) 製品売上原価  6,244 6,371  

  (5) 期首商品棚卸高  4,877 4,294  

  (6) 当期商品仕入高  16,222 17,044  

合計  21,099 21,339  

  (7) 期末商品棚卸高  4,294 4,429  

   (8) 商品売上原価  16,805 16,909  

 ２ 材料その他の売上原価  389 23,439 68.3 349 23,630 67.9

     売上総利益  10,870 31.7  11,183 32.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 荷造運送費  204 225  

 ２ 販売手数料  5,165 5,570  

 ３ 広告宣伝費  652 658  

 ４ ロイヤリティ  530 450  

 ５ 役員報酬  94 108  

 ６ 給料  1,442 1,387  

 ７ 賞与手当  167 163  

 ８ 賞与引当金繰入額  87 136  

 ９ 退職給付引当金繰入額  96 118  

 10 役員退職慰労引当金繰入額  22 22  

 11 法定福利費  237 230  

 12 福利厚生費  8 11  

 13 賃借料  342 360  

 14 保険料  16 12  

15 修繕費  60 53  

16 租税公課  83 79  

17 旅費交通費  206 190  

 18 交際費  22 19  
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前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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
(％)

 19 減価償却費  102 92  

 20 事務費  57 57  

 21 業務委託料  203 232  

 22 通信費  34 27  

 23 保管料  130 122  

 24 教育費  38 47  

 25 研究開発費  35 33  

 26 貸倒引当金繰入額  18 7  

27 雑費  131 154  

 28 他勘定振替  △138 10,053 29.3 △111 10,466 30.1

     営業利益  817 2.4  717 2.1

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  72 46  

 ２ 受取配当金  29 32  

 ３ 売掛金回収金利  42 31  

 ４ 雑収入  77 222 0.6 96 207 0.6

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  221 167  

 ２ 受取手形売却損  23 8  

 ３ 売上割引  51 51  

 ４ 雑支出  148 445 1.3 126 353 1.0

     経常利益  594 1.7  570 1.6

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 31  

 ２ 投資有価証券売却益  76 76 0.2 38 69 0.2

Ⅶ 特別損失    

 １ 貸倒引当金繰入額  228 ―  

 ２ 固定資産除却損  43 3  

 ３ 減損損失  7 ―  

 ４ 構造改革特別損失  296 ―  

 ５ 事業再編損失  ― 3,077  

 ６ 解約リース特別損失  ― 576 1.7 66 3,147 9.0

   税引前当期純利益  94 0.3  △2,507 △7.3

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 18 20  

   法人税等調整額  3 21 0.1 △138 △117 △0.3

     当期純利益  72 0.2  △2,389 △7.0

   前期繰越利益  293  ― 

   土地再評価差額金取崩額  △14  ― 

    当期未処分利益  351  ― 
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（３）利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  351 

Ⅱ 利益処分額  ― 

Ⅲ 次期繰越利益  351 

    

 (注) 日付は株主総会承認日であります。 
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（４）株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

株主資本 

資本剰余金 項 目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701

事業年度中の変動額 

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ―

平成19年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

項 目 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 351 351 △7 8,399

事業年度中の変動額  

 当期純損失 △2,389 △2,389  △2,389

 自己株式の取得 △1 △1

事業年度中の変動額合計(百万円) △2,389 △2,389 △1 △2,391

平成19年３月31日残高(百万円) △2,038 △2,038 △9 6,008

 

評価・換算差額等 

項 目 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 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 945 ― 1,429 2,375 10,775

事業年度中の変動額  

 当期純損失  △2,389

 自己株式の取得  △1

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△332 25 △307 △307

事業年度中の変動額合計(百万円) △332 25 ― △307 △2,698

平成19年３月31日残高(百万円) 613 25 1,429 2,068 8,076

 



 - 36 -

６ その他 

（１）役員の異動 

 

   ①代表者の異動 

     該当事項はありません。 

 

   ②その他の役員の異動（平成 19 年６月 27 日付予定） 

 

     １ 新任取締役候補 

 

      取締役 営業副本部長、卸売子会社担当、㈱フィット東日本代表取締役社長 

田中 亙（現 営業副本部長、㈱フィット東日本代表取締役社長） 

 

      取締役 営業副本部長、小売子会社担当、小売事業部長、 

      東北リーガルシューズ㈱代表取締役社長、㈱オンディーヌ代表取締役社長 

磯辺 克弘（現 営業副本部長、小売事業部長、東北リーガルシューズ㈱代表取締役社長、 

㈱オンディーヌ代表取締役社長） 

 

       ２ 退任予定取締役 

 

      専務取締役 伊藤 敬四郎（当社常勤監査役就任予定） 

      常務取締役 室山 勝 

 

       ３ 新任監査役候補 

 

      常勤監査役 伊藤 敬四郎（現 当社専務取締役） 

      常勤監査役 金子 良治 （現 当社法務・審査部長） 

 

       ４ 退任予定監査役 

 

      常勤監査役 益子 紀夫 


