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平成 20 年３月期 中間決算短信 

平成 19 年 11 月 16 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）飯嶋 正明     ＴＥＬ (03) 4555－5005 
半期報告書提出予定日  平成 19 年 12 月 21 日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

18,445 (6.2) 
17,370 (1.7) 

271 ( 66.8)
162 (701.0)

542 (386.7) 
111 ( －  ) 

302 ( － )
7 ( － )

19 年３月期 38,074  －   922    －  554   －    461   －  
 

 
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

  円 銭  円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

9  87  
0  25  

－ － 
－ － 

19 年３月期 15  08  － － 
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期 342 百万円  18 年９月中間期 41 百万円  19 年３月期 △163 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９月中間期 
18 年９月中間期 

31,718    
31,763    

8,314   
8,104   

26.1   
25.3   

270   40 
264   09 

19 年３月期 31,968    8,429   26.2   273   11 
(参考) 自己資本   19年９月中間期 8,269百万円  18年９月中間期 8,043百万円  19年３月期 8,374百万円 
 
(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９月中間期 
18 年９月中間期 

△233     
38     

△137    
△ 76    

192     
△  327     

1,544    
1,844    

19 年３月期 1,069     △389    △1,174     1,719    
 
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 

  円 銭  円 銭  円 銭

19 年３月期 － －   － － － － 

20 年３月期 (実績) － －    

20 年３月期（予想）  5 00 
5 00 

 
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） 

（％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％  円 銭

通 期 39,800 (4.5) 1,100 (19.2) 1,250 (125.5) 700 (51.8) 22  89 

(財) 財務会計基準機構会員 
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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 －社   除外 ２社（社名 ㈱フィット関東日本、㈱ジーベック） 
(注)詳細は、６ページ「企業集団の状況」及び 17 ページ｢中間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。 
 
(2) 中間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（中間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、18～19 ページ「中間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９月中間期 32,500,000 株 18 年９月中間期 32,500,000 株 19 年３月期 32,500,000 株 
②期末自己株式数 
  19 年９月中間期   1,916,714 株 18 年９月中間期  2,041,207 株 19 年３月期  1,836,848 株 
(注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22 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９月中間期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

16,493 (3.7)
15,909 (0.9)

446 ( 304.0)
110 (△42.2)

393 (396.7) 
79 (△0.1) 

189 ( － )
△2,786 ( － )

19 年３月期 34,814   － 717    －   570   －   △2,389   －  
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

5  84 
△85  88 

19 年３月期 △73  65 
 

(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９月中間期 
18 年９月中間期 

28,551   
29,734   

7,988   
7,772   

28.0   
26.1   

246   26 
239   54 

19 年３月期 30,054   8,076   26.9   248   94 
(参考)自己資本 19 年９月中間期 7,988 百万円 18 年９月中間期 7,772 百万円 19 年３月期 8,076 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） 

（％表示は対前期増減率）  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％  円 銭

通    期 35,600 (2.3) 1,000 (39.4) 830 (45.4) 450 (－) 13  87 

 
 
（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 

①当中間期の経営成績 

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雇用環境の改善等

により景気は底堅く推移しているものの、個人消費の足踏み、原油価格の高騰や米国経済の不

安定など、先行きについては予断を許さない状況となっております。 

靴業界におきましては、カジュアル傾向が引き続くなか、ベーシックなトラディショナルデ

ザインが注目されましたが、長梅雨、残暑、台風など、天候不順による需要の伸び悩みの影響

を受け、全般としては低調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、リーガルブランドの価値向上、カジュアル・コ

ンフォートの強化、小売視点による卸売事業の再構築や直営店の出店など積極的な事業活動を

展開する一方で、国内外での高付加価値商品の開発や在庫内容の改善などにも取り組んでまい

りました。また、世界的な原材料価格の高騰により、商品の価格維持が困難となるなか、16 年

振りに８月より一部の商品について販売価格の改定を実施しております。 

この結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、小売部門の売上増加などにより、 18,445

百万円 (前年同期比 6.2％増) となりました。 

損益面では、小売店舗増加による人件費や賃借料など経費の増加やリーガルクラブのポイン

ト引当金計上により特別損失が発生する一方で、値引の減少により売上総利益率が改善され、

また持分法適用会社の特別利益計上などにより持分法投資利益が 342 百万円 (前年同期 41 百

万円) が計上されました。 

この結果、連結営業利益は 271 百万円 (前年同期比 66.8％増)、連結経常利益は、 542 百万

円 (前年同期比 386.7％増)、連結中間純利益は 302 百万円 (前連結中間純利益７百万円）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。 

 

(小売部門) 

小売部門は、ナチュラライザーショップなどを６店舗出店し、１店舗を閉店いたしました結

果、当社グループの直営店舗数は 105 店舗 (前年同期比 25 店舗増、Web ショップを含む) とな

りました 。新規店舗は認知度の低さから期待した売上に至りませんでしたが、平成 18 年 12

月に子会社化した㈱オンディーヌの売上純増と既存店舗の売上増加により全体としては好調

に推移いたしました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、7,104 百万円 (前年同期比 18.8％増)となりま

した。 

 

(卸売部門) 

卸売部門は、リーガルシューズ店のリーガルウィーク (９月のキャンペーン期間) の売上が

好調に推移するなど、紳士靴・婦人靴ともに健闘いたしましたが、百貨店業態が苦戦するなど、

全体としては前年並みに推移いたしました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、10,889 百万円 (前年同期比 0.6％減) となりま

した。 

 

(その他事業) 

靴材料の販売などその他事業の当中間連結会計期間の売上高は、451 百万円（前年同期比

2.7％増）となりました。 
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②通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、当社グループを取りまく経営環境は、当初の販売見通しと大

きな違いはないと考えますが、材料価格の高騰には想定以上のものがあり得ること、また上期

実績好調の要因であった９月のリーガルウィークの反動も考えられることなどが予想されま

す。 

このような状況下におきまして、当社グループは、従来の製造卸売業から製造小売業へ事業

構造の転換を図り、高付加価値商品の開発やカジュアル・コンフォート商品の開発・提案、直

営小売店の出店などに積極的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 39,800百万円、連結営業利益 1,100百万円、

連結経常利益 1,250百万円、連結当期純利益 700百万円を見込んでおります。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当中間連結会計期間末における総資産は、31,718 百万円となり、前連結会計年度末に比べ

250 百万円減少いたしました。これは主に、たな卸資産、繰延税金資産などが増加したものの、

受取手形及び売掛金の減少、また株価の低迷などにより投資有価証券が減少したことなどによ

るものであります。 

当中間連結会計期間末における負債は、23,403 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 135

百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金などが増加したものの、支払手形及び買掛

金、長期借入金、退職給付引当金などが減少したことによるものであります。 

当中間連結会計期間末における純資産は、8,314百万円となり、前連結会計年度末に比べ115

百万円減少いたしました。これは主に、中間純利益の計上により利益剰余金が増加したものの、

その他有価証券評価差額金が減少したことなどによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

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 174 百万円減少し、1,544 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) 

      営業活動の結果使用した資金は 233百万円 (前年同期は38百万円の収入）となりました。 

      収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益 304百万円、売上債権の減少額 586百万円で

あり、支出の主な内訳は、持分法による投資利益 355百万円及びたな卸資産の減少額 573百

万円であります。 

 

      (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 137百万円 （前年同期比79.9％増) 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 104百万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) 

      財務活動の結果得られた資金は 192百万円 (前年同期は 327百万円の支出) となりました。 

      これは、主に借入金の増加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 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 22.8 ％ 25.5 ％ 25.3 ％ 26.2 ％ 26.1 ％ 

時価べ－スの自己資本比率 20.9 ％ 26.9 ％ 19.2 ％ 20.6 ％ 18.8 ％ 

債務償還年数 － 14.5 年 － 7.5 年 － 

インタレスト・カバレッジ 

・レシオ 
－ 2.8 倍 0.5 倍 6.4 倍 － 

 

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 

  債務償還年数：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、中間連結 (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、中間連結 (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、中間連結 (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。 

※債務償還年数の中間期は、中間連結 (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）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 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、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 

 

当社の企業集団は、当社と子会社22社および関連会社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、㈱フィット東

日本、㈱フィット中部日本、㈱フィット近畿日本、㈱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) 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、㈱フィット西日本および㈱

タップスウェストは、平成19年３月31日に解散し、平成19年９月30日をもって清算を結了しております。 
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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。 

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

 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。平成 19 年４月、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が東京都より決定告示されたことを受け、本社土地の

有効利用および本社移転の可能性の検討を続けてまいりました結果、本社移転先として千葉県浦安市の土地譲渡契

約を平成 19 年 10 月 31 日付けで結んでおります。 

なお、現・本社土地は、時期、譲渡価額等につきましては未定でございますが、売却する予定でございます。 
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４ 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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 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  2,204 1,734  1,909

２ 受取手形及び売掛金  6,518 6,473  7,096

３ たな卸資産  8,622 8,699  8,121

４ 繰延税金資産  204 519  359

５ その他  621 502  605

貸倒引当金  △656 △542  △570

 流動資産合計  17,513 55.1 17,387 54.8  17,521 54.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 土地  2,741 2,741  2,741

(2) その他  1,882 1,953  1,923

 有形固定資産合計  4,624 14.6 4,695 14.8  4,665 14.6

２ 無形固定資産   

(1) のれん  17 175  187

(2) 電話加入権  25 27  27

 無形固定資産合計  42 0.1 202 0.6  214 0.7

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  5,945 5,371  5,619

(2) 差入敷金保証金  ― 1,804  ―

(3) 繰延税金資産  1,270 1,351  1,243

(4) その他  2,597 1,196  3,008

 貸倒引当金  △229 △290  △303

 投資その他の 
 資産合計 

 9,583 30.2 9,432 29.7  9,567 29.9

 固定資産合計  14,250 44.9 14,330 45.2  14,447 45.2

 資産合計  31,763 100.0 31,718 100.0  31,968 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 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  7,437 7,127  7,551

２ 短期借入金  6,745 6,890  6,265

３ 賞与引当金  398 423  398

４ ポイント引当金  ― 265  ―

５ その他  1,726 2,186  2,172

 流動負債合計  16,307 51.3 16,892 53.3  16,387 51.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  1,649 1,059  1,490

２ 退職給付引当金  4,451 4,229  4,416

３ 役員退職慰労引当金  149 154  160

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

 985 985  985

５ その他  116 82  98

 固定負債合計  7,352 23.1 6,510 20.5  7,151 22.4

 負債合計  23,659 74.5 23,403 73.8  23,538 73.6

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  5,355 5,355  5,355

２ 資本剰余金  2,701 728  2,766

３ 利益剰余金  △2,242 551  △1,788

４ 自己株式  △257 △313  △296

 株主資本合計  5,555 17.5 6,322 19.9  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 

 1,040 505  887

２ 繰延ヘッジ損益  13 3  12

３ 土地再評価差額金  1,429 1,429  1,429

４ 為替換算調整勘定  4 9  8

 評価・換算差額等 
 合計 

 2,488 7.8 1,947 6.1  2,338 7.3

Ⅲ 少数株主持分  60 0.2 45 0.1  55 0.2

純資産合計  8,104 25.5 8,314 26.2  8,429 26.4

負債純資産合計  31,763 100.0 31,718 100.0  31,968 100.0
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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18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 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  17,370 100.0 18,445 100.0  38,074 100.0

Ⅱ 売上原価  10,649 61.3 11,050 59.9  23,595 62.0

売上総利益  6,721 38.7 7,394 40.1  14,479 38.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 荷造運送費 512 492 1,068 

２ 広告宣伝費 518 641 1,173 

３ ロイヤリティ 220 205 451 

４ 給料･手当 2,253 2,357 4,747 

５ 賞与引当金繰入額 314 338 329 

６ 退職給付引当金 

繰入額 
124 108 254 

７ 法定福利費 325 388 677 

８ 賃借料 815 999 1,733 

９ 租税公課 50 47 104 

10 旅費交通費 197 228 409 

11 減価償却費 99 131 252 

12 事務費 567 589 1,154 

13 保管料 140 131 277 

14 貸倒引当金繰入額 16 1 40 

15 その他 400 6,558 37.8 460 7,123 38.6 882 13,556 35.6

営業利益  162 0.9 271 1.5  922 2.4

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 1 2 2 

２ 受取配当金 12 15 17 

３ 持分法投資利益 41 342 ― 

４ 雑収入 57 112 0.6 61 422 2.3 111 132 0.3

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 89 81 172 

２ 受取手形売却損 6 3 8 

３ 売上割引 26 28 57 

４ 持分法投資損失 ― ― 163 

５ 雑支出 41 163 0.9 37 151 0.8 98 500 1.3

経常利益 
 

 111 0.6 542 2.9  554 1.5
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
百分比
(％)

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 11 44 43 

２ 投資有価証券売却益 0 12 0.1 0 44 0.2 9 52 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 貸倒引当金繰入額 ― 1 ― 

２ 固定資産除却損 28 15 43 

３ 投資有価証券売却損 ― ― 59 

４ 投資有価証券評価損 ― 0 ― 

５ リース解約特別損失 66 ― 66 

６ ﾎﾟｲﾝﾄ引当金繰入額 ― 95 0.6 265 282 1.5 ― 170 0.4

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 28 0.2 304 1.6  436 1.1

法人税、住民税 
及び事業税 

21 85 53 

法人税等調整額 7 28 0.2 △66 19 0.1 △58 △5 △0.0

少数株主損失  △8 △0.0 △17 △0.1  △19 △0.1

中間(当期)純利益  7 0.0 302 1.6  461 1.2
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

 

前中間連結会計期間(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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当中間連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 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19年３月31日残高(百万円) 5,355 2,766 △1,788 △296 6,036

中間連結会計期間中の変動額  

 資本準備金の取崩額 △2,038 2,038  ―

 中間純利益 302  302

 自己株式の取得 △16 △16

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― △2,038 2,340 △16 285

平成19年９月30日残高(百万円) 5,355 728 551 △313 6,322

 

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19年３月31日残高(百万円) 887 12 1,429 8 2,338 55 8,429

中間連結会計期間中の変動額   

 資本準備金の取崩額   ―

 中間純利益   302

 自己株式の取得   △16

 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) 

△382 △9 0 △390 △10 △400

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△382 △9 ― 0 △390 △10 △115

平成19年９月30日残高(百万円) 505 3 1,429 9 1,947 45 8,314

 



 - 14 -

前連結会計年度(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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（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18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19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18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 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 28 304 436

２ 減価償却費 102 135 259

３ のれん償却額 2 12 28

４ 長期前払費用償却額 15 14 44

５ 貸倒引当金の増加額(△は減少) 2 △41 △16

６ 賞与引当金の増加額 120 24 118

７ ポイント引当金の増加額 ― 265 ―

８ 退職給付引当金の減少額 △11 △193 △71

９ 受取利息及び受取配当金 △13 △18 △20

10 支払利息 89 81 172

11 有形固定資産除却損 28 15 43

12 リース解約特別損失 66 ― 66

13 投資有価証券評価損 ― 0 ―

14 投資有価証券売却益 △0 △0 △9

15 投資有価証券売却損 ― ― 59

16 持分法による投資損失(△は利益) △41 △355 163

17 売上債権の減少額 1,079 586 648

18 たな卸資産の減少額(△は増加) △532 △573 115

19 仕入債務の減少額 △271 △272 △485

20 未払消費税等の減少額 △142 △47 △19

21 破産更生債権等の減少額 

(△は増加) 
5 4 △123

22 その他資産の増加額 △41 △53 △13

23 その他負債の増加額(△は減少) 24 △68 319

24 割引手形の増加額(△は減少) △381 36 △474

小計 129 △142 1,243

25 利息及び配当金の受取額 31 40 38

26 利息の支払額 △84 △81 △167

27 法人税等の支払額 △37 △49 △44

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
38 △233 1,069
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19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18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 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 定期預金の預入による支出 ― ― △150

２ 定期預金の払戻による収入 ― ― 320

３ 有形固定資産の取得による支出 △33 △104 △208

４ 有形固定資産の売却による収入 ― ― 0

５ 投資有価証券の取得による支出 △8 △7 △216

６ 投資有価証券の売却による収入 0 0 68

７ 新規連結子会社の取得による支出 ― ― △96

８ 貸付けによる支出 △30 ― ―

９ 貸付金の回収による収入 1 3 2

10 その他 △5 △28 △110

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△76 △137 △389

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 短期借入金の純増加額 

  (△は純減少額) 
221 699 △178

２ 長期借入金の返済による支出 △572 △506 △1,034

３ 少数株主からの払込みによる収入 24 ― 40

４ その他 △0 △1 △1

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△327 192 △1,174

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 3 1

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △367 △174 △492

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,211 1,719 2,211

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高 

1,844 1,544 1,719

 

 

 



 - 17 -

（５）中間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) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 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 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、㈱ニッカ、チヨダ

シューズ㈱ 

 

 

①連結子会社の㈱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

いたしましたので、当中

間連結会計期間より、㈱

フィット関東日本及び

㈱ジーベックは連結子

会社から除外しており

ます。 

 

②連結子会社の㈱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31

日に解散し、平成19年９

月30日をもって清算を

結了いたしました。 

(1) 連結子会社の数 24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

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婦人靴を主とする専門

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。
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 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。 

 

(1) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、当中間連結会

計期間から、平成19年４月

１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更して

おります。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。 

 

  (追加情報) 

当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によ

っております。 

これに伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法によ

った場合と比べ、売上総利

益が１百万円、営業利益、

経常利益、税金等調整前中

間純利益および中間純利益

が９百万円それぞれ減少し

ております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (2) 重要な引当金の計上基

準 

(2) 重要な引当金の計上基

準 

(2) 重要な引当金の計上基

準 

 ―――   ポイント引当金 

将来の「リーガルク

ラブポイントカード」

の使用による費用発

生に備えるため、将来

利用見込額を計上し

ております。 

(会計方針の変更) 

――― 

  リーガルクラブポイン

トカードについて、従来、

支出時に広告宣伝費とし

て処理しておりました

が、当中間連結会計期間

より将来利用見込額を計

上する方法に変更いたし

ました。 

この変更は、近年、ポ

イント引当金の計上が会

計慣行として定着しつつ

あること、ＰＯＳシステ

ム変更により、当中間連

結会計期間末において将

来利用されると見込まれ

る額の合理的な算定が可

能になったこと及び財務

内容の健全化を図るため

に行うものであります。

この変更に伴い、従来

の方法と比較して、税金

等調整前中間純利益及び

中間純利益が265百万円

減少しております。 

 

 

 

  なお、上記「連結の範囲に関する事項」、「会計処理基準に関する事項」以外の「中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項」は、 近の半期報告書 (平成 18 年 12 月 22 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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表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (貸借対照表) 

 前中間連結会計期間において投資

その他の資産のその他に含めて表示

しておりました「差入敷金保証金」

については、資産総額の100分の５超

となったため、当中間連結会計期間

より区分掲記しております。 

――― 

 

 

 

（６）中間連結財務諸表に関する注記事項 

 

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

間 (自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 及び前連結会計年度 (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 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 、当中間連結会計期

間 (自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 及び前連結会計年度 (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 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 、当中間連結会計期

間 (自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 及び前連結会計年度 (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％を超えているため、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18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19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              4,563              4,588 24 ＋0.5 

(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)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19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              8,059              8,649 590 ＋7.3 

(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)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19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 50 ― 145 100 95 100 

(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)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19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 5,977 7,104 1,126 ＋18.8 

靴卸売部門 10,952 10,889 △63 △ 0.6 

その他 440 451 11 ＋ 2.7 

 合計 17,370 18,445 1,074 ＋ 6.2 

(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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(１株当たり情報) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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     264.09円 １株当たり純資産額     270.40円 １株当たり純資産額   273.11円 

１株当たり中間純利益     0.25円 １株当たり中間純利益     9.87円 １株当たり当期純利益  15.08円 

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 

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 

中間連結貸借対照表の純資産の
部の合計額 

8,104百万円 
普通株式に係る純資産額 

8,043百万円 
差額の主な内訳 

少数株主持分   60百万円 
 

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 
2,041,207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 

30,458,793株 
 
２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純
利益 

7百万円 
普通株式に係る中間純利益 

7百万円 
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 

30,478,158株 

算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の
部の合計額 

8,314百万円
普通株式に係る純資産額 

8,269百万円
差額の主な内訳 

少数株主持分   45百万円

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 
1,916,714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 

30,583,286株
 
２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純
利益 

302百万円
普通株式に係る中間純利益 

302百万円
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 

30,623,219株

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） 

 (中間連結貸借対照表関係)、(中間連結損益計算書関係)、(中間連結株主資本等変動計算書関係)、(中

間連結キャッシュ・フロー計算書関係)、(リース取引)、(有価証券)、(デリバティブ取引)、(ストック・

オプション等)、(企業結合等) に関する注記事項については、中間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 中間個別財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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 1,590 951 1,175 

２ 受取手形 524 500 948 

３ 売掛金 8,933 7,626 9,105 

４ たな卸資産 6,998 6,935 6,453 

５ 短期貸付金 1,789 775 895 

６ 繰延税金資産 376 430 484 

７ その他 478 390 579 

貸倒引当金 △2,066 △805 △1,118 

流動資産合計  18,625 62.6 16,805 58.9  18,523 61.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 土地 2,701 2,701 2,701 

(2) その他 1,007 978 985 

有形固定資産合計  3,708 12.5 3,679 12.9  3,686 12.3

２ 無形固定資産   

   電話加入権 21 21 21 

無形固定資産合計  21 0.1 21 0.1  21 0.1

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 3,838 3,539 3,979 

(2) 長期貸付金 2,509 4,474 3,793 

(3) 繰延税金資産 1,075 1,076 934 

(4) その他 1,308 1,374 1,370 

投資損失引当金 △830 △907 △876 

貸倒引当金 △523 △1,513 △1,378 

投資その他の 
資産合計 

 7,378 24.8 8,044 28.2  7,823 26.0

固定資産合計  11,108 37.4 11,745 41.1  11,531 38.4

資産合計  29,734 100.0 28,551 100.0  30,054 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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 4,908 1,397 1,801 

２ 買掛金 2,516 5,489 5,619 

３ 短期借入金 6,757 6,928 6,355 

４ 賞与引当金 141 148 144 

５ ポイント引当金 ― 3 ― 

６ 事業再編引当金 800 ― 871 

７ その他 1,209 1,449 1,521 

流動負債合計  16,333 54.9 15,416 54.0  16,313 54.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 1,439 1,059 1,490 

２ 退職給付引当金 2,939 2,866 2,930 

３ 役員退職慰労引当金 149 154 160 

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

985 985 985 

５ その他 115 81 97 

固定負債合計  5,628 18.9 5,146 18.0  5,664 18.8

負債合計  21,961 73.9 20,563 72.0  21,977 73.1

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  5,355 5,355  5,355

２ 資本剰余金   

資本準備金 2,701 662 2,701 

資本剰余金合計  2,701 662  2,701

３ 利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,434 189 △2,038 

利益剰余金合計  △2,434 189  △2,038

４ 自己株式  △8 △10  △9

株主資本合計  5,612 18.9 6,196 21.7  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 

 706 348  613

２ 繰延ヘッジ損益  24 13  25

３ 土地再評価差額金  1,429 1,429  1,429

評価・換算差額等 
合計 

 2,160 7.3 1,791 6.3  2,068 6.9

純資産合計  7,772 26.1 7,988 28.0  8,076 26.9

負債純資産合計  29,734 100.0 28,551 100.0  30,054 100.0
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（２）中間損益計算書 

 

 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 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  15,909 100.0 16,493 100.0  34,814 100.0

Ⅱ 売上原価  10,747 67.6 10,875 65.9  23,630 67.9

売上総利益  5,161 32.4 5,618 34.1  11,183 32.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,051 31.8 5,172 31.4  10,466 30.1

営業利益  110 0.7 446 2.7  717 2.1

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 41 7 46 

２ 受取配当金 27 36 32 

３ その他 70 139 0.9 49 93 0.6 128 207 0.6

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 86 82 167 

２ その他 83 170 1.1 64 146 0.9 186 353 1.0

経常利益  79 0.5 393 2.4  570 1.6

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益 2 16 31 

２ 投資有価証券売却益 ― 2 0.0 ― 16 0.1 38 69 0.2

Ⅶ 特別損失   

１ 貸倒引当金繰入額 ― 73 ― 

２ 投資損失引当金 

  繰入額 
― 30 ― 

３ 事業再編損失 3,024 ― 3,077 

４ その他 66 3,090 19.4 6 110 0.7 70 3,147 9.0

税引前中間純利益 
又は税引前中間 
(当期)純損失(△) 

 △3,009 △18.9 298 1.8  △2,507 △7.2

法人税、住民税 
及び事業税 

9 11 20 

法人税等調整額 △231 △222 △1.4 96 108 0.7 △138 △117 △0.3

中間純利益又は中間 
(当期)純損失(△) 

 △2,786 △17.5 189 1.1  △2,389 △6.9
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（３）中間株主資本等変動計算書 

 

前中間会計期間 (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

中間会計期間中の変動額 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ―

平成18年９月30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

中間会計期間中の変動額  

 中間純損失 △2,786 △2,786  △2,786

 自己株式の取得 △0 △0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△2,786 △2,786 △0 △2,787

平成18年９月30日残高(百万円) △2,434 △2,434 △8 5,612

 

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

中間会計期間中の変動額  

 中間純損失  △2,786

 自己株式の取得  △0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△239 24 △215 △215

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△239 24 ― △215 △3,002

平成18年９月30日残高(百万円) 706 24 1,429 2,160 7,772
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当中間会計期間 (自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 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19年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701

中間会計期間中の変動額 

 資本準備金取崩額 △2,038 △2,038

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― △2,038 △2,038

平成19年９月30日残高(百万円) 5,355 662 662

 

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

中間会計期間中の変動額  

 資本準備金取崩額 2,038 2,038  ―

 中間純利益 189 189  189

 自己株式の取得 △1 △1

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

2,227 2,227 △1 188

平成19年９月30日残高(百万円) 189 189 △10 6,196

 

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

中間会計期間中の変動額  

 資本準備金取崩額  ―

 中間純利益  189

 自己株式の取得  △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△264 △11 △276 △276

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△264 △11 ― △276 △88

平成19年９月30日残高(百万円) 348 13 1,429 1,791 7,988
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前事業年度 (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

 

 

 

６ その他 

該当事項はありません。 


