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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 15,553 ― 301 ― 252 ― 16 ―
20年3月期第2四半期 16,224 6.3 316 △4.5 287 △32.2 51 △77.8

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2四半期 1.30 1.28
20年3月期第2四半期 4.08 4.06

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2四半期 13,745 4,949 33.9 398.57
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2四半期  4,654百万円 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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 34,000 0.8 940 52.2 930 40.3 350 △13.3 29.97

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）本資料に記載されている業績予想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当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想
の具体的修正内容は、平成20年10月28日に別途開示いたしました「平成21年3月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想
の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
（2）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2四半期  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2四半期  1,086,847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2四半期  12,418,784株 20年3月期第2四半期  12,664,515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2四半期連結累計期間の国内の売上高は、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

上が引き続き好調に推移しました。一方、海外の売上高は、台湾子会社の欧米向けの家具輸出が減少したことを主因

に前年同期を下回る売上となりました。また、海外売上高については、こうした売上減少に加え、前年同期と比較し

て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4．1％減少の155億5千3百万円となり

ました。

　利益面におきましては、当社単体の利益率の高い商品の売上が増加したこと、また、円高のメリットもあって売上

総利益が前年同期比1億9千2百万円増加しました。また、営業利益は、当社単体の適格年金運用資産の目減りによる退

職給付費用の増加やアジア輸出子会社の販売費および㈱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、前年同期比4．6％減の3億1百万円となりました。経常利益については、持分法に

よる投資利益の減少などにより、前年同期比12．3％減の2億5千2百万円となりました。四半期純利益は、香港子会社

事務所の2分割売却の2回目の引き渡しが完了したことに伴う固定資産売却益などに、法人税等調整額および投資有価

証券評価損などを計上した結果、前年同期比68．8％減の1千6百万円となりました。

　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。従いまして、当第2四半期連結累計期間

の連結損益計算書と前年同期の連結損益決算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考とし

て記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第2四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7億8百万円増加の137億4千5百万円となりまし

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ました。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億6千万円増加の87億9千5百万円となりました。前段の仕入増加、隣接地の

借地権の買受け、自己株式の取得資金として短期借入金が大幅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4億5千1百万円減少の49億4千9百万円となりました。

　自己株式の取得および前段の資産再評価の取り崩しや、繰延税金資産の取り崩しによる四半期純利益の減少に伴う

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5.6ポイント減少の33.9％となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第2四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年5月15日付「平成

20年3月期決算短信」にて発表いたしました平成21年3月期の業績予想（連結・個別）を修正しております。

　詳細は平成20年10月28日に別途開示いたしました「平成21年3月期第2四半期累計期間（連結・個別）業績予想との

差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　1株当たり当期純利益の通期連結業績予想については、平成20年7月30日付の平成21年3月期第1四半期決算短信にお

いて発表しました38円25銭から29円97銭に修正しております。

　なお、年間配当予想12円には変更はありません。
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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）

　    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２四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２四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。

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1億4千万円減少しております。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,669,616 1,365,473

受取手形及び売掛金 4,009,263 4,130,769

有価証券 3,804 4,575

商品 2,748,928 1,858,238

製品 271,033 189,948

原材料 321,468 272,178

仕掛品 62,616 33,855

その他 802,843 1,166,603

貸倒引当金 △16,739 △13,935

流動資産合計 9,872,835 9,007,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,574,277 1,576,205

減価償却累計額 △978,217 △960,087

建物及び構築物（純額） 596,060 616,117

機械装置及び運搬具 459,566 549,854

減価償却累計額 △283,824 △295,951

機械装置及び運搬具（純額） 175,742 253,902

土地 802,285 898,876

その他 550,044 538,367

減価償却累計額 △410,786 △396,095

その他（純額） 139,257 142,271

有形固定資産合計 1,713,346 1,911,168

無形固定資産 214,501 45,561

投資その他の資産   

投資有価証券 1,430,600 1,429,936

その他 635,436 768,356

貸倒引当金 △121,219 △126,166

投資その他の資産合計 1,944,817 2,072,125

固定資産合計 3,872,665 4,028,855

資産合計 13,745,501 13,036,561



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,491,239 1,709,920

短期借入金 5,199,160 3,569,940

未払法人税等 122,645 125,766

賞与引当金 196,809 241,554

その他の引当金 14,350 15,191

その他 1,375,682 1,501,656

流動負債合計 8,399,887 7,164,029

固定負債   

退職給付引当金 175,335 178,690

その他の引当金 18,525 21,125

その他 202,237 271,412

固定負債合計 396,097 471,227

負債合計 8,795,985 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 645,725 645,770

利益剰余金 3,693,613 3,943,965

自己株式 △286,191 △45,641

株主資本合計 5,054,062 5,545,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,179 46,401

繰延ヘッジ損益 △75,572 △117,122

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △387,324 △373,960

評価・換算差額等合計 △399,636 △391,601

新株予約権 29,300 15,636

少数株主持分 265,789 232,260

純資産合計 4,949,515 5,401,304

負債純資産合計 13,745,501 13,036,561



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 15,553,387

売上原価 11,937,385

売上総利益 3,616,001

販売費及び一般管理費  

販売費 575,402

一般管理費 2,738,912

販売費及び一般管理費合計 3,314,314

営業利益 301,686

営業外収益  

受取利息 4,682

受取配当金 8,403

持分法による投資利益 26,098

その他 19,041

営業外収益合計 58,225

営業外費用  

支払利息 44,144

為替差損 43,718

デリバティブ評価損 17,627

その他 1,859

営業外費用合計 107,350

経常利益 252,562

特別利益  

固定資産売却益 202,142

受取立退料 22,300

その他 2,251

特別利益合計 226,693

特別損失  

固定資産売却損 52

固定資産除却損 4,583

投資有価証券評価損 19,742

その他 1,350

特別損失合計 25,728

税金等調整前四半期純利益 453,527

法人税、住民税及び事業税 119,029

法人税等調整額 252,277

法人税等合計 371,307

少数株主利益 66,094

四半期純利益 16,124



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 453,527

減価償却費 91,953

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,068

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,248

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,593

受取利息及び受取配当金 △13,085

持分法による投資損益（△は益） △9,024

支払利息 44,144

固定資産除却損 4,583

固定資産売却損益（△は益） △202,089

投資有価証券売却損益（△は益） △144

投資有価証券評価損益（△は益） 19,742

売上債権の増減額（△は増加） 55,113

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,085,780

仕入債務の増減額（△は減少） △181,516

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,194

その他 △1,583

小計 △909,266

利息及び配当金の受取額 13,085

利息の支払額 △44,146

法人税等の支払額 △122,354

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,062,681

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 △101,967

貸付金の回収による収入 515

有形固定資産の取得による支出 △112,586

有形固定資産の売却による収入 483,954

投資有価証券の売却による収入 30,540

貸付けによる支出 △176

その他 △181,885

投資活動によるキャッシュ・フロー 118,395

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,637,324

長期借入金の返済による支出 △5,241

自己株式の取得による支出 △240,852

配当金の支払額 △126,234

少数株主からの払込みによる収入 7,999

その他 257

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,273,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 304,142

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 1,669,616



　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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

全セグメントの売上高の合計および営業利益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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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 8,794,699 5,039,073 1,556,244 163,369 15,553,387 － 15,553,387

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高
74,975 1,221,049 180,993 999,208 2,476,225 (2,476,225) －

 計 8,869,674 6,260,122 1,737,237 1,162,577 18,029,612 (2,476,225) 15,553,387

 
営業利益又は

営業損失（△）
237,521 △23,290 △8,785 76,319 281,764 19,921 301,686

（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主な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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 欧州 北米 その他の地域 　計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,837,863 1,892,760 495,123 5,225,747

Ⅱ　連結売上高（千円）    15,553,387

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
18.2 12.2 3.2 33.6

（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

－ 1 －



（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年９月１日付で株式会社ジャスダック証券取引所の自己株式取得のための固定価格取引として、

自己株式の買付けを行い、当社普通株式837,000株を総額211,761千円にて取得いたしました。その結果、当第２

四半期連結会計期間において自己株式が240,549千円増加し、当第２四半期会計期間末において自己株式が286,191

千円となっております。

－ 2 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 16,224,165 100

Ⅱ　売上原価 12,800,870 78.9

売上総利益 3,423,294 21.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　販売費 560,086

２　一般管理費 2,546,998 3,107,085 19.2

営業利益 316,209 1.9

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 8,442

２　受取配当金 8,677

３　受取手数料 24,587

４　受取家賃 3,745

５　持分法による投資利益 35,994

６　その他 4,221 85,670 0.6

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 52,932

２　デリバティブ　評価損 27,875

３　為替差損 32,168

４　その他 1,076 114,053 0.7

経常利益 287,825 1.8

Ⅵ　特別利益

１　貸倒引当金戻入益 133

２　固定資産売却益 1,837 1,971 0.0

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 200

２　投資有価証券評価損 1,923

３　関係会社整理損 157,552

４　その他 961 160,637 1.0

税金等調整前中間（当期）純利
益

129,159 0.8

法人税、住民税及び事業税 113,664

法人税等調整額 △54,705 58,959 0.4

少数株主利益 18,538 0.1

中間（当期）純利益 51,662 0.3

－ 3 －



（２）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19年４月１日
至　平成19年９月30日

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 129,159

減価償却費 99,567

貸倒引当金の増減額 4,829

賞与引当金の増減額 △49,164

退職給付引当金の減少額 △37,020

受取利息及び配当金 △17,120

持分法による投資利益 △38,773

支払利息 52,932

固定資産売却損益 △1,837

固定資産除却損 200

減損損失 961

投資有価証券評価損 1,923

関係会社整理損 157,552

売上債権の増減額 435,816

たな卸資産の増減額 102,129

仕入債務の増減額 △64,751

未払消費税等の増減額 7,381

その他 21,303

小計 805,090

利息及び配当金の受取額 15,760

利息の支払額 △60,906

法人税等の支払額 △138,134

営業活動によるキャッシュ・フロー 621,810

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △136,424

有形固定資産の売却による収入 2,079

投資有価証券の取得による支出 △385,576

貸付けによる支出 △1,700

貸付金の回収による収入 1,455

その他 △21,214

投資活動によるキャッシュ・フロー △541,379

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △175,354

長期借入金による収入 66,345

長期借入金の返済による支出 △2,002

配当金の支払額 △126,638

その他 △2,969

財務活動によるキャッシュ・フロー △240,618

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,635

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △203,823

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,534,319

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高 1,330,495

－ 4 －



（３）セグメント情報

a. 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19年4月1日　至平成19年9月30日）

全セグメントの売上高の合計および営業利益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

前中間連結会計期間
自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

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
8,648,949 5,167,370 2,160,780 247,064 16,224,165 － 16,224,165

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
88,535 1,280,719 381,223 1,193,769 2,944,249 (2,944,249) －

計 8,737,485 6,448,090 2,542,004 1,440,834 19,168,414 (2,944,249) 16,224,165

営業費用 8,523,810 6,420,284 2,430,713 1,490,737 18,865,546 (2,957,590) 15,907,956

営業利益又は営業損

失（△）
213,674 27,805 111,290 △49,902 302,867 13,341 316,209

c. 海外売上高

前中間連結会計期間
自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

欧州 北米 その他の地域 　　　　計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,210,756 2,357,881 929,699 6,498,337

Ⅱ　連結売上高（千円） 16,224,165

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
19.8 14.6 5.7 40.1

　（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）であります。

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．その他の情報

　該当事項はありません。

－ 5 －
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