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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 7,171 ― 109 ― 80 ― 45 ―
20年3月期第1四半期 7,766 1.8 46 △68.0 90 △55.6 38 △69.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 3.59 3.57
20年3月期第1四半期 3.06 3.04

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

21年3月期第1四半期 13,078 5,186 37.9 395.47
20年3月期 13,036 5,401 39.5 408.24

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,962百万円 20年3月期  5,153百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

第2四半期連結累計期間 16,500 ― 330 ― 350 ― 80 ― 6.38
通期 35,000 3.8 930 50.6 1,000 50.8 480 18.9 38.25

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
（1）平成20年５月15日に公表致しました連結業績予想は、自己株式数の変動に伴い１株当たり当期純利益につき変更しており、その他の業績予想数値は変更しておりま
せん。 
（2）本資料における業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は様々
な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。 
（3）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,764,732株 20年3月期  12,764,732株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  215,985株 20年3月期  141,318株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  12,588,182株 20年3月期第1四半期  12,662,174株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　  当第1四半期の国内の売上高は、大手専門店向けの家具売上やホームセンター向けのペットフードの売上も前年同

期を上回りました。また、「プレスもちメーカー」や「モッズ・ヘア」ブランドの理美容家電についても売上に

貢献し始めました。一方、海外の売上高は、中国家電生産子会社の売上が欧州向けOEM輸出の減少を主因に前年を

下回り、台湾子会社も北米向けの家具輸出は引き続き好調に推移しましたが、欧州向け家具輸出が減少したこと

などから、前年同期を下回る売上となりました。また、台湾子会社を除くアジア輸出子会社の売上もそれぞれ前

年同期比で売上が減少しました。海外売上高については、こうした売上減少に加え、昨年来の大幅な円高によっ

て円換算額が大きく減少した結果、連結売上高は前年同期比7．7％減少の71億7千1百万円となりました。

利益面におきましては、㈱ビルケンシュトックジャパンによる直営店の新規出店効果や大幅な円高を背景として

売上総利益が増加しました。この結果、アジア輸出子会社の販売費増や㈱ビルケンシュトックジャパンの新規直

営店出店に伴う不動産賃借料の増加などの経費増がありましたが、営業利益は前年同期比133．7％増の1億9百万

円となりました。経常利益については、既存為替予約の実現損や評価損の計上もあり、前年同期比10．5％減の8

千万円となりました。四半期純利益は、㈱ビルケンシュトックジャパンに店舗立退き料収入が発生したこともあ

り、前年同期比16．8％増の4千5百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　  当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4千1百万円増加の130億7千8百万円となりまし

た。

後記4．その他（3）3に記載のとおり「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

を適用し、海外子会社の資産再評価の取り崩しを行い、土地、建物及び構築物が減少しましたが、春夏用のドイ

ツ製コンフォートシューズ「ビルケンシュトック」の仕入増加による棚卸資産の増加や本社において隣接地の借

地権を買い受けたことから無形固定資産が増加したことにより総資産が増加しております。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億5千6百万円増加の78億9千2百万円となりました。デリバティブ債務が減

少しましたが、前段の仕入増加により短期借入金が一時的に増加したことにより流動負債が増加しました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億1千4百万円減少の51億8千6百万円となりました。

自己株式の取得および前段の資産再評価の取り崩しによる利益剰余金の減少により、株主資本が減少しました。

自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.6ポイント減少の37.9％となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　  平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年5月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

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）

　    該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　1.固定資産の減価償却費の算定方法

    年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

　　　 2.棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、

収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　3.一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

（３）四半期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

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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2.棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

これによる損益への影響はありません。

3.「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

これによる損益への影響はありません。ただし、海外子会社の資産再評価の取崩しを行ったことにより、

利益剰余金が1億3千4百万円減少しております。

－ 2 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,823,233 1,365,473

受取手形及び売掛金 3,618,795 4,130,769

有価証券 4,772 4,575

商品 2,177,258 1,858,238

製品 126,555 189,948

原材料 350,952 272,178

仕掛品 67,001 33,855

その他 919,146 1,166,603

貸倒引当金 △18,327 △13,935

流動資産合計 9,069,389 9,007,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,523,464 1,576,205

減価償却累計額 △968,782 △960,087

建物及び構築物（純額） 554,682 616,117

機械装置及び運搬具 429,856 549,854

減価償却累計額 △259,791 △295,951

機械装置及び運搬具（純額） 170,064 253,902

土地 796,548 898,876

その他 533,604 538,367

減価償却累計額 △385,152 △396,095

その他（純額） 148,451 142,271

有形固定資産合計 1,669,747 1,911,168

無形固定資産   

無形固定資産合計 204,520 45,561

投資その他の資産   

投資有価証券 1,455,936 1,429,936

その他 808,814 768,356

貸倒引当金 △129,945 △126,166

投資その他の資産合計 2,134,806 2,072,125

固定資産合計 4,009,074 4,028,855

資産合計 13,078,463 13,036,561



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,450,019 1,709,920

短期借入金 4,333,669 3,569,940

未払法人税等 57,804 125,766

賞与引当金 168,141 241,554

引当金 7,100 15,191

その他 1,494,982 1,501,656

流動負債合計 7,511,717 7,164,029

固定負債   

退職給付引当金 156,838 178,690

引当金 21,838 21,125

その他 201,677 271,412

固定負債合計 380,354 471,227

負債合計 7,892,072 7,635,257

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,914 1,000,914

資本剰余金 645,770 645,770

利益剰余金 3,728,519 3,943,965

自己株式 △65,688 △45,641

株主資本合計 5,309,515 5,545,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,584 46,401

繰延ヘッジ損益 10,822 △117,122

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △459,382 △373,960

評価・換算差額等合計 △346,894 △391,601

新株予約権 15,636 15,636

少数株主持分 208,132 232,260

純資産合計 5,186,391 5,401,304

負債純資産合計 13,078,463 13,036,561



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 7,171,753

売上原価 5,476,537

売上総利益 1,695,215

販売費及び一般管理費 1,585,725

販売費 284,864

一般管理費 1,300,861

営業利益 109,490

営業外収益  

受取利息 2,509

受取配当金 7,765

持分法による投資利益 19,941

その他 15,809

営業外収益合計 46,026

営業外費用  

支払利息 20,890

為替差損 28,623

デリバティブ評価損 24,339

その他 1,006

営業外費用合計 74,859

経常利益 80,656

特別利益  

固定資産売却益 2,293

受取立退料 22,300

その他 2,149

特別利益合計 26,742

特別損失  

固定資産除却損 1,837

特別損失合計 1,837

税金等調整前四半期純利益 105,562

法人税、住民税及び事業税 57,987

法人税等調整額 △18,733

少数株主利益 21,105

四半期純利益 45,203



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 105,562

減価償却費 51,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,423

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,207

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,628

受取利息及び受取配当金 △10,275

持分法による投資損益（△は益） △18,799

支払利息 20,890

固定資産除却損 1,837

固定資産売却損益（△は益） △2,293

売上債権の増減額（△は増加） 447,548

たな卸資産の増減額（△は増加） △439,029

仕入債務の増減額（△は減少） △154,528

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,674

その他 39,106

小計 △60,388

利息及び配当金の受取額 10,275

利息の支払額 △20,872

法人税等の支払額 △124,185

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,170

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △814

貸付金の回収による収入 432

有形固定資産の取得による支出 △48,840

有形固定資産の売却による収入 290,647

その他 △175,255

投資活動によるキャッシュ・フロー 66,168

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 771,172

長期借入金の返済による支出 △2,592

自己株式の取得による支出 △20,046

配当金の支払額 △126,234

株式の発行による収入 7,999

財務活動によるキャッシュ・フロー 630,299

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 457,759

現金及び現金同等物の期首残高 1,365,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,823,233



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12 号 ）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14 号 ）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める生活関連用品事業

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の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
日本

（千円）

中国

（千円）

台湾

（千円）

その他

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社　

（千円）　

連結　

（千円）　

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 4,222,954 2,118,475 737,532 92,790 7,171,753 － 7,171,753

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高
25,958 714,071 91,550 639,470 1,471,049 (1,471,049) －

 計 4,248,912 2,832,546 829,082 732,260 8,642,802 (1,471,049) 7,171,753

 営業利益 8,941 40,084 946 57,504 107,476 2,013 109,490

（注）１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は以下のとおりであります。

　　　その他　　　……マレーシア・フィリピン・タイ

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 欧州 北米 その他の地域 　計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,327,155 805,690 249,583 2,382,428

Ⅱ　連結売上高（百万円）    7,171,753

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
18.51 11.23 3.48 33.22

　（注）１　上記海外売上高は、当社および国内子会社の輸出売上高および外国間売上高、ならびに海外子会社の売上高

から、日本向け売上高を控除した額の合計額（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）となっております。

２　国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域

(1）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国または地域

イ）欧州　　　　……イタリア・ドイツ・英国

ロ）北米　　　　……米国・カナダ

ハ）その他の地域……中国

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 7,766,475

Ⅱ　売上原価 6,186,848

売上総利益 1,579,626

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,532,777

営業利益 46,848

Ⅳ　営業外収益 88,637

　　受取利息 3,235

　　受取配当金 7,077

　　持分法による投資利益 22,813

　　その他の営業外収益 55,511

Ⅴ　営業外費用 45,375

　　支払利息 24,979

　　為替差損 19,431

　　その他の営業外費用 965

経常利益　 90,110

Ⅵ　特別利益 1,802

　　固定資産売却益 1,802

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 91,912

法人税、住民税及び事業税 32,065

法人税等調整額 6,966

少数株主利益 14,176

四半期純利益 38,703

－ 2 －
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