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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） 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用しており、前年同四半期とは適用される会計基準が異なることから、21年3月期第2四半期は「対前年
同四半期増減率」 を記載しておりません。  

(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 4,798 ― 705 ― 793 ― 442 ―
20年3月期第2四半期 5,145 △6.1 1,116 △17.7 1,225 △15.0 707 △14.9

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 36.41 ―
20年3月期第2四半期 55.01 ―

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 14,943 13,315 88.5 1,674.42
20年3月期 21,707 20,127 92.3 1,557.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,220百万円 20年3月期  20,040百万円

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 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 30.00 30.00

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  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

通期 9,100 △8.3 1,300 △33.1 1,460 △32.2 820 △33.7 63.74

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  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、３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、その他特記事項 
 １．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合がありま
す。なお、上記予想に関する情報は、添付資料2ページをご覧ください。 
 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。 
 ３．通期の（連結・個別）業績予想の詳細については、平成20年11月4日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  12,984,233株 20年3月期  12,984,233株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,088,652株 20年3月期  119,338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  12,158,820株 20年3月期第2四半期  12,865,178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におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市場の

混乱や原油・原材料価格の高騰により企業収益は落ち込み、設備投資も低迷する等、景気は全般的に弱含み、先行き

の懸念が一層高まる状況で推移いたしました。 

 我が靴業界におきましては、消費者の選択眼の高まりと嗜好の多様化がますます顕著となる中、アパレル企業など

の他業界からの参入やアジア諸国からの低価格品の増加、海外有力ブランドの進出など市場環境は大変厳しい競争状

況が続いております。 

 このような環境のもと、当社グループにおきましては、モデルサイズショップ(大きなサイズ専門)の展開等の消費

者の要望にかなった商品力、販売の強化を行うなど市場の変化への対応を図ってまいりました。しかしながら、消費

者の消費マインドの低下等の影響により既存店におきまして前年同四半期比で減収となったことにより、当第２四半

期連結累計期間の業績は、売上高4,798百万円（前年同四半期比6.7％減）、経常利益793百万円（同35.3％減）、当

期純利益442百万円（同37.5％減）となりました。 

   
  

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における総資産は、14,943百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,764百万円の減

少となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少7,294百万円等による流動資産の減少7,156百万円と、固定資

産の増加392百万円によるものです。 

 負債合計は1,627百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円の増加となりました。その主な要因は、未払金

の減少146百万円とリース会計適用によるリース債務の増加160百万円等によるものです。純資産は13,315百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ6,811百万円の減少となりました。その主な要因は、自己株式の増加6,807百万円による

ものです。    

（キャッシュ・フローについて） 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次の通りであります。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、414百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益781

百万円及び法人税等の支払額363百万円等によるものであります。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、444百万円の支出となりました。これは主に投資有価証券の取得による支

出133百万円及び有形固定資産の取得による支出169百万円、関係会社株式の取得による支出120百万円等によるもの

です。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、7,265百万円の支出となりました。これは主に自己株式の取得による支出

6,807百万円等によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を端緒とした金融不安の拡大に伴う世界的な景気減

速、さらには国内政局の混迷などによる影響が懸念され、景気の先行きへの不透明感が増して行くものと予想されま

す。 

 このような環境のもと、当社グループにおきましては、消費者の商品への選択眼の高まりや嗜好の多様化にあった

マーチャンダイジング力、商品力の強化に努め、市場動向の変化への対応を図り、既存顧客との取引拡大及び新規顧

客の獲得により収益力の向上を図ってまいります。 

 上述のような状況を踏まえ、平成21年３月期における連結業績予想は以下の通りであります。 

  

 【平成21年３月期 通期連結業績予想】 

    売   上   高   9,100百万円 （前連結会計年度比  8.3％減） 

    営 業 利 益   1,300百万円 （前連結会計年度比 33.1％減） 

    経 常 利 益   1,460百万円 （前連結会計年度比 32.2％減） 

    当 期 純 利 益    820百万円 （前連結会計年度比 33.7％減）  

  



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 

 税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

（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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動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、主として移動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。 

なお、この変更が損益に与える影響はありません。 

  

    ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議

会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第16号(平成６年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

      該当事項はありません。 

  

  



５．四半期連結財務諸表 
（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 3,452,587 10,747,389

受取手形及び売掛金 1,228,914 950,591

商品 442,160 580,171

繰延税金資産 115,098 116,628

その他 119,876 119,980

貸倒引当金 △2,625 △2,164

流動資産合計 5,356,011 12,512,596

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 360,540 359,499

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 183,303 135,297

有形固定資産合計 1,643,065 1,594,018

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 110,803 10,563

無形固定資産合計 1,257,770 1,157,530

投資その他の資産   

投資有価証券 1,326,927 1,202,886

関係会社株式 120,313 －

長期預金 3,700,000 3,700,000

繰延税金資産 143,348 140,079

敷金及び保証金 899,999 903,328

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

その他 70,790 76,238

貸倒引当金 △8,634 △12,726

投資その他の資産合計 6,686,171 6,443,234

固定資産合計 9,587,006 9,194,782

資産合計 14,943,018 21,707,379



（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   

買掛金 478,383 463,051

未払金 224,000 370,560

未払法人税等 317,991 359,362

賞与引当金 99,275 78,433

返品調整引当金 34,029 19,451

その他 111,006 28,923

流動負債合計 1,264,686 1,319,782

固定負債   

退職給付引当金 88,418 99,315

役員退職慰労引当金 131,920 138,533

その他 142,868 22,640

固定負債合計 363,206 260,489

負債合計 1,627,893 1,580,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,589,052 2,589,052

資本剰余金 2,718,880 2,718,880

利益剰余金 15,856,855 15,864,444

自己株式 △6,991,042 △183,097

株主資本合計 14,173,746 20,989,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,866 8,628

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △953,250 △948,488

少数株主持分 94,629 86,315

純資産合計 13,315,124 20,127,107

負債純資産合計 14,943,018 21,707,379



（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 4,798,711

売上原価 2,314,218

売上総利益 2,484,493

販売費及び一般管理費 1,778,861

営業利益 705,631

営業外収益  

受取利息 67,953

その他 29,903

営業外収益合計 97,857

営業外費用  

債権売却損 545

支払手数料 6,285

過年度関税等 3,561

その他 80

営業外費用合計 10,473

経常利益 793,015

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,092

特別利益合計 4,092

特別損失  

店舗閉鎖損失 5,632

減損損失 9,545

特別損失合計 15,178

税金等調整前四半期純利益 781,929

法人税等 329,333

少数株主利益 9,913

四半期純利益 442,681



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,436,753

売上原価 1,279,733

売上総利益 1,157,019

販売費及び一般管理費 919,640

営業利益 237,379

営業外収益  

受取利息 40,424

その他 13,199

営業外収益合計 53,623

営業外費用  

債権売却損 163

支払手数料 6,285

過年度関税等 3,561

その他 15

営業外費用合計 10,027

経常利益 280,975

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,990

特別利益合計 2,990

特別損失  

店舗閉鎖損失 3,133

特別損失合計 3,133

税金等調整前四半期純利益 280,832

法人税等 122,133

少数株主利益 7,651

四半期純利益 151,048



（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 781,929

減価償却費 82,832

減損損失 9,545

受取利息及び受取配当金 △70,203

店舗閉鎖損失 3,988

売上債権の増減額（△は増加） △278,322

たな卸資産の増減額（△は増加） 132,091

仕入債務の増減額（△は減少） 15,332

未払金の増減額（△は減少） △30,142

その他 52,282

小計 699,333

利息及び配当金の受取額 78,519

利息の支払額 △32

法人税等の支払額 △363,425

営業活動によるキャッシュ・フロー 414,394

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 △169,766

投資有価証券の取得による支出 △133,919

敷金及び保証金の回収による収入 16,428

敷金及び保証金の差入による支出 △26,635

関係会社株式の取得による支出 △120,313

その他 △9,889

投資活動によるキャッシュ・フロー △444,095

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △6,807,945

配当金の支払額 △448,827

その他 △8,327

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,265,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,294,801

現金及び現金同等物の期首残高 10,747,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,452,587



（５）セグメント情報 

〔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、営業利益の合計額に占める靴製品等卸・小売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。 

  

〔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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔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） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（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日開催の取締役会決議に基づき、平成20年９月２日付で自己株式を4,969,100株 

取得しております。この結果、当第２四半期連結会計期間において自己株式が6,807,667千円増加し、 

6,991,042千円となっております。 

   

  



「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   5,145,809 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,380,136 46.3 

売上総利益   2,765,673 53.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,649,510 32.0 

営業利益   1,116,163 21.7 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 80,718     

２．受取配当金 1,197     

３．受取手数料 16,288     

４．備品賃貸料 2,514     

５．その他の営業外収益  9,679 110,398 2.1 

Ⅴ 営業外費用   1,246 0.0 

経常利益   1,225,315 23.8 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 4,651 4,651 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．店舗退店等損失 8,944 8,944 0.2 

税金等調整前中間純利益   1,221,022 23.7 

法人税、住民税及び事業
税 

519,430     

法人税等調整額 △17,838 501,591 9.7 

少数株主利益   11,667 0.2 

中間純利益   707,762 13.8 

     



（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  

税金等調整前中間純利益 1,221,022 

減価償却費  57,506 

貸倒引当金の増減額(△は減少額)  △4,651 

退職給付引当金の増減額(△は減少額)  4,976 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少
額)  

△1,149 

賞与引当金の増減額(△は減少額)  32,533 

返品調整引当金の増減額(△は減少額)  1,927 

受取利息及び受取配当金  △81,916 

店舗退店等損失  6,428 

売上債権の増減額(△は増加額)  △139,995 

たな卸資産の増減額(△は増加額)  △100,979 

仕入債務の増減額(△は減少額)  177,185 

未払金の増減額(△は減少額)  5,729 

その他  △22,409 

小計 1,156,207 

利息及び配当金の受取額 82,055 

法人税等の支払額  △519,888 

営業活動によるキャッシュ・フロー 718,374 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入  300,000 

有形固定資産の取得による支出  △19,378 

投資有価証券の取得による支出  △35,791 

差入敷金保証金の減少による収入  1,405 

貸付金の回収による収入  2,674 

貸付けによる支出  △2,000 

その他  △20,533 

投資活動によるキャッシュ・フロー 226,375 

 



 
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） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出  △830 

配当金の支払額  △384,551 

少数株主への配当金の支払額  △1,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー △386,981 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) 557,768 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 9,831,098 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 10,388,867 

   



（３）セグメント情報 

〔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、営業利益の合計額に占める靴製品等卸・小売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の記載を省略しております。 

〔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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が無いため、該当事項はありません。 

      

〔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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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