
 
                   

                              
 

平成 20 年 11 月 11 日  
 各  位 

会 社 名  株式会社リーガルコーポレーション  

代表者名  代表取締役社長   伊 藤 利 男   

（コード番号   7938）  

問合せ先  常務取締役管理本部長   飯嶋 正明 

（TEL 0 3－4 5 5 5－5 0 0 5）  
 

(訂正・数値データ訂正あり)平成 21 年 3 月期第 2 四半期決算短信の一部訂正について 
 

 平成 20 年 11 月 7 日に公表いたしました平成 21 年 3 月期第 2 四半期決算短信の記載事項の一部に訂正すべき

事項がありましたので、下記のとおり訂正します。なお、訂正箇所は下線で示しております。 
 また、数値データにも訂正がありますので、訂正後の数値データも通知いたします。 
 

記 

 
(訂正箇所 1 ページ、2 箇所) 
 
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)連結財政状態の 1 株当たり純資産の数値について  
 
(訂正前 ) 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 
21年3月期第2四半期 

20年3月期 

百万円 
31,350 
31,669 

百万円

7,647
8,197

%
24.3
25.8

円 銭
254.77
269.63

 
(訂正後 ) 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 
21年3月期第2四半期 

20年3月期 

百万円 
31,350 
31,669 

百万円

7,647
8,197

%
24.3
25.8

円 銭
254.78
269.63

 
 
 
４．その他 
(4)発行済株式数(普通株式)の②期末自己株式数および③期中平均株式数(四半期連結累計期間)の数値について 
 
(訂正前 ) 
②期末自己株式                    21 年 3 月期第 2 四半期  2,654,698株  20 年 3 月期           2,141,841 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 30,101,730株  20 年 3 月期第 2 四半期 30,623,219 株 
 
(訂正後 ) 
②期末自己株式                    21 年 3 月期第 2 四半期  2,655,863株  20 年 3 月期           2,141,841 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 30,101,148株  20 年 3 月期第 2 四半期 30,623,219 株 

以 上    
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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 17,796 ― △178 ― △189 ― △323 ―

20年3月期第2四半期 18,445 6.2 271 66.8 542 386.7 302 ―

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 △10.73 ―

20年3月期第2四半期 9.87 ―

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 31,350 7,647 24.3 254.78
20年3月期 31,669 8,197 25.8 269.63

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,603百万円 20年3月期  8,185百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 39,000 △0.1 550 △47.9 450 △58.9 200 △67.4 6.64

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  

(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．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当たっての注意事項等について、及び上記３に係
る業績予想の具体的修正内容は、平成20年10月31日に別途開示いたしました「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。  

 

新規 1 社 （社名 蘇州麗格皮革製品有限公司 ） 除外 5 社 （社名
株式会社フィット北日本、株式会社フィット東北
日本、株式会社フィット中部日本、株式会社フィ
ット西日本、株式会社タップスウェスト

）

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  32,500,000株 20年3月期  32,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,655,863株 20年3月期  2,141,841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  30,101,148株 20年3月期第2四半期  30,623,219株
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当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年末からの減速基調に加え、原材料価格の高騰や欧

米経済の低迷などにより、減速傾向で推移いたしました。個人消費につきましても、生活関連商品の

値上がりや雇用・所得環境の先行き不安などの影響を受けて低迷いたしました。 

当靴業界におきましては、個人消費が低迷するなか、紳士靴は、昨年末からの景況感の悪化に伴

い、高級品の売上減少や、嗜好性の強い商品に対する購買意欲の落ち込みなどがみられました。婦人

靴では、サンダルが当初低調に推移しましたが、8月の猛暑によりバーゲン期以降は順調に消化いたし

ました。また秋冬新製品では、ロングブーツに好調な動きがみられました。 

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注力するとともに、多様化するお客様のニーズへの迅速な対応や事

業の効率化に取り組んでまいりました。 

利益面では、売上原価や販売管理費の見直しなどコスト削減を図ってまいりましたが、直営小売店

の出店による人件費や賃借料などの経費が想定以上に増加いたしました。 

この結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は、17,796百万円(前年同期比3.5％減)、営業損

失178百万円(前年同期営業利益271百万円)、経常損失189百万円(前年同期経常利益542百万円)、四半

期純損失323百万円(前年同期四半期純利益302百万円)となりました。 

  

事業別の概況は次のとおりであります。 

  

(小売部門) 

当第2四半期累計期間におきましては、上海リーガル2店舗、リーガルショップ1店舗、クラークスシ

ョップ 2店舗、ナチュラライザーショップ2店舗、アウトレット4店舗の計 11店舗を出店するなど積極

的な出店を行い、直営小売店の店舗数は118店舗となりました。また、不採算店2店舗を閉店するなど

店舗効率の向上も図ってまいりました。 

しかしながら、既存店が実体経済以上に慎重になり始めた消費者行動の影響を受け苦戦いたしまし

た。新規店舗の出店効果により、靴小売部門の売上としては微増となっております。 

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は、7,291百万円(前年同期比2.6％増)となりました。 

  

(卸売部門) 

靴卸売部門は、紳士靴は、主力のビジネスシューズグループが不振で、新製品の投入や販促・キャ

ンペーンなど積極的な営業活動を行いましたが、流行に大きな変化がみられないなか、新たな購買意

欲を引き出すまでにはいたらず、全般としては苦戦いたしました。婦人靴は、4月から6月までの夏物

商戦が低調でしたが、8月のバーゲンは猛暑という天候の影響もあり百貨店を中心に好調となりまし

た。しかしながら9月に入り、リーガルウィーク（９月のキャンペーン期間）の不調や一部ブランドの

納期遅れなどもあり、全般としては苦戦いたしました。 

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は、10,074百万円(前年同期比7.5％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第2四半期累計期間の売上高は、431百万円(前年同期比4.6％減)と

なりました。 

  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期増減率（前年同期の金額）は、参考として

記載しております。 

  

・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
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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は、31,350百万円となり、前連結会計年度末に比べ 318百万円減少

いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少などによるものであります。 

当第２四半期末における負債は、23,703百万円となり、前連結会計年度末に比べ 231百万円増加い

たしました。これは主に、短期借入金の増加などによるものであります。 

当第２四半期末における純資産は、7,647百万円となり、前連結会計年度末に比べ 550百万円減少

いたしました。これは主に、配当金の支払及び四半期純損失を計上したことによる利益剰余金の減少

や自己株式の取得などによるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期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

年度末より111百円減少し、1,680百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果減少した資金は、544百万円となりました。 

これは、主に売上債権の減少858百万円など増加要因もありましたが、仕入債務の減少345百万円、

割引手形の減少373百万円、税金等調整前四半期純損失を179百万円計上したことなどによるものであ

ります。 

  

（投資活動によるキャッシュフロー） 

投資活動の結果減少した資金は、361百万円となりました。 

これは、主に店舗出店などに伴う有形固定資産の取得による支出266百万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） 

財務活動の結果増加した資金は、786百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済により476百万円資金が減少しましたが、短期借入金の純増加額

1,500百万円などによるものであります。 

  

平成21年３月期の業績予想（連結・個別）は、平成20年10月31日付にて発表いたしました当社「業

績予想の修正に関するお知らせ」から変更しておりません。 
  
  

① 新規 

中国市場への参入などのグローバル戦略の調達先確保を図るため、中国蘇州に海外生産拠

点として蘇州馬氏皮革製品有限公司との合弁により蘇州麗格皮革製品有限公司を平成20年４

月１日に設立し、連結子会社といたしました。 

② 除外 

前連結会計年度まで連結子会社でありました㈱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９月30日をもっ

て清算を結了いたしましたので、第１四半期連結会計期間より、連結子会社から除外してお

ります。 

  

① 簡便な会計処理 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なもの

に限定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において

使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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
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② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

① 会計基準の改正に伴う変更 

ａ．四半期財務諸表に関する会計基準の変更 

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。 

  

ｂ．重要な資産の評価基準及び会計基準の変更 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による低価法

によっておりましたが、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」 (企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号) 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(収益性の低下による簿価切下げの方法) により算

定しております。 

なお、損益に与える影響はありません。 
  

ｃ．「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 

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」 (企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号) を

適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

なお、損益に与える影響はありません。 
  

② ①以外の変更 

ａ．リース取引に関する会計基準の適用 

「リース取引に関する会計基準」 (企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正

平成19年３月30日 企業会計基準第13号) 及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」 (企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基

準適用指針第16号) を第１四半期連結会計期間から適用し、所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。また、リース資産の減価償却の方法

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

なお、損益に与える影響はありません。 
  

(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
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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：百万円） 

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 1,680 1,832 

受取手形及び売掛金 5,961 6,445 

商品及び製品 7,124 7,030 

仕掛品 235 245 

原材料及び貯蔵品 507 466 

その他 1,183 1,107 

貸倒引当金 △457 △510 

流動資産合計 16,235 16,616 

固定資産 

有形固定資産 

土地 3,958 3,958 

その他（純額） 2,027 1,950 

有形固定資産合計 5,985 5,909 

無形固定資産 

のれん 147 158 

電話加入権 27 27 

無形固定資産合計 174 185 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,848 4,809 

敷金及び保証金 1,935 1,818 

その他 2,336 2,500 

貸倒引当金 △165 △170 

投資その他の資産合計 8,954 8,958 

固定資産合計 15,114 15,053 

資産合計 31,350 31,669 
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（単位：百万円） 

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 6,194 6,604 

短期借入金 7,363 6,081 

未払法人税等 68 113 

ポイント引当金 313 300 

賞与引当金 381 448 

役員賞与引当金 － 15 

その他 1,929 2,150 

流動負債合計 16,250 15,714 

固定負債 

長期借入金 2,109 2,367 

退職給付引当金 4,062 4,097 

役員退職慰労引当金 171 163 

その他 1,110 1,129 

固定負債合計 7,452 7,756 

負債合計 23,703 23,471 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,355 5,355 

資本剰余金 704 702 

利益剰余金 379 863 

自己株式 △441 △335 

株主資本合計 5,997 6,585 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 180 190 

繰延ヘッジ損益 △9 △15 

土地再評価差額金 1,429 1,429 

為替換算調整勘定 6 △5 

評価・換算差額等合計 1,606 1,599 

少数株主持分 43 12 

純資産合計 7,647 8,197 

負債純資産合計 31,350 31,669 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

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 17,796 

売上原価 10,443 

売上総利益 7,353 

販売費及び一般管理費 7,531 

営業損失（△） △178 

営業外収益 

受取利息 2 

受取配当金 16 

持分法による投資利益 61 

デリバティブ評価益 30 

雑収入 46 

営業外収益合計 156 

営業外費用 

支払利息 84 

売上割引 26 

雑支出 56 

営業外費用合計 167 

経常損失（△） △189 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 53 

特別利益合計 53 

特別損失 

固定資産除却損 42 

固定資産売却損 0 

貸倒引当金繰入額 0 

特別損失合計 43 

税金等調整前四半期純損失（△） △179 

法人税、住民税及び事業税 54 

法人税等調整額 93 

法人税等合計 148 

少数株主損失（△） △4 

四半期純損失（△） △323 
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    【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円） 

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 9,525 

売上原価 5,676 

売上総利益 3,849 

販売費及び一般管理費 3,759 

営業利益 89 

営業外収益 

受取利息 1 

受取配当金 0 

持分法による投資利益 37 

雑収入 35 

営業外収益合計 74 

営業外費用 

支払利息 44 

売上割引 9 

デリバティブ評価損 41 

雑支出 31 

営業外費用合計 126 

経常利益 38 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 58 

特別利益合計 58 

特別損失 

固定資産除却損 42 

貸倒引当金繰入額 0 

特別損失合計 43 

税金等調整前四半期純利益 53 

法人税、住民税及び事業税 29 

法人税等調整額 79 

法人税等合計 109 

少数株主損失（△） △1 

四半期純損失（△） △54 

―8―

株式会社リーガルコーポレーション　(7938)　平成21年3月期　第2四半期決算短信



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

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 △179 

減価償却費 180 

のれん償却額 14 

長期前払費用償却額 12 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58 

賞与引当金の増減額（△は減少） △83 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26 

受取利息及び受取配当金 △18 

支払利息 84 

持分法による投資損益（△は益） △61 

有形固定資産除売却損益（△は益） 42 

有形固定資産売却損益（△は益） 0 

売上債権の増減額（△は増加） 858 

たな卸資産の増減額（△は増加） △128 

仕入債務の増減額（△は減少） △345 

未払消費税等の増減額（△は減少） △108 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1 

割引手形の増減額（△は減少） △373 

その他の資産の増減額（△は増加） △45 

その他の負債の増減額（△は減少） △185 

小計 △411 

利息及び配当金の受取額 41 

利息の支払額 △84 

法人税等の支払額 △90 

営業活動によるキャッシュ・フロー △544 

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 40 

有形固定資産の取得による支出 △266 

有形固定資産の売却による収入 0 

投資有価証券の取得による支出 △9 

貸付金の回収による収入 1 

その他 △127 

投資活動によるキャッシュ・フロー △361 

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） 1,500 

長期借入金の返済による支出 △476 

自己株式の売却による収入 0 

自己株式の取得による支出 △107 

配当金の支払額 △160 

少数株主からの払込みによる収入 30 

財務活動によるキャッシュ・フロー 786 

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △111 

現金及び現金同等物の期首残高 1,792 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,680 

―9―

株式会社リーガルコーポレーション　(7938)　平成21年3月期　第2四半期決算短信



  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自

己株式を取得いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において単元未満株式の買取、買

増分を含め自己株式が 106百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が 441百万

円となっております。 

また、配当金の支払 160百万円及び四半期純損失 323百万円を計上したことなどにより、当第２四

半期連結累計期間において、利益剰余金が 483百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末において

利益剰余金が379百万円となっております。 

  

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。 

  

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） 

（１）生産実績 

 
（注）１．金額は販売金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

（２）商品仕入実績 

 
（注）１．金額は仕入金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

（３）受注実績 

 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
（４）販売実績 

 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 生産、商品仕入、受注及び販売の状況

事業部門 生産高（百万円）

 靴関連事業 4,828

事業部門 商品仕入高（百万円）

 靴関連事業 7,653

事業部門 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

 靴関連事業 324 254 

事業部門 金額（百万円） 構成比（%）

 靴小売部門 7,291 41.0

 靴卸売部門 10,074 56.6

 その他 431 2.4

 合計 17,796 100.0
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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おりました結果、本

社移転先として、平成19年10月31日付けで千葉県浦安市の土地を取得いたしました（土地取得価格

1,216百万円）。 

当初の予定では本社ビル着工は平成20年9月、完成は平成21年12月、事務所の移転は平成22年春を

予定しておりましたが、建築資材の高騰、またマンション等価格の下落に伴った本社土地の売却価格

見込みの低下などにより、提出日現在におきまして本社ビルの着工は決議されておりません。移転の

スケジュールはできうる限り当初計画に沿った形をとりたいと考えておりますが、設計のやり直し

や、他の手段も含めて検討中であります。 

なお、現本社用地は、時期、譲渡価額等につきましては未定でありますが、平成20年度中の売却を

計画しております。 

  

(7) 重要な設備の新設等
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１．中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

科   目

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）

金 額 （百万円）

Ⅰ 売上高 18,445

Ⅱ 売上原価 11,050

売上総利益 7,394

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,123

営業利益 271

Ⅳ 営業外収益 422

１ 受取利息 2

２ 受取配当金 15

３ 持分法による投資利益 342

４ 雑収入 61

Ⅴ 営業外費用 151

１ 支払利息 81

２ 受取手形売却損 3

３ 売上割引 28

４ 雑支出 37

経常利益 542

Ⅵ 特別利益 44

１ 貸倒引当金戻入益 44

２ 投資有価証券売却益 0

Ⅶ 特別損失 282

１ 貸倒引当金繰入額 1

２ 固定資産除却損 15

３ 投資有価証券評価損 0

４ ポイント引当金繰入額 265

税金等調整前中間純利益 304

法人税、住民税及び事業税 85

法人税等調整額 △66

少数株主損失 △17

中間純利益 302
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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 （百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロ－

  1. 税金等調整前中間純利益 304

 2. 減価償却費 135

 3. のれん償却額 12

 4. 長期前払費用償却額 14

 5. 貸倒引当金の減少額 △ 41

 6. 賞与引当金の増加額 24

 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 △ 193

  9. 受取利息及び受取配当金 △ 18

 10. 支払利息 81

 11. 有形固定資産除却損 15

 12. 投資有価証券評価損 0

 13. 投資有価証券売却益 △ 0

 14. 持分法による投資利益 △ 355

 15. 売上債権の減少額 586

 16. たな卸資産の増加額 △ 573

 17. 仕入債務の減少額 △ 272

 18. 未払消費税等の減少額 △ 47

 19. 破産更生債権等の減少額 4

 20. その他資産の増加額 △ 53

 21. その他負債の減少額 △ 68

 22. 割引手形の減少額 36

小計 △ 142

 23. 利息及び配当金の受取額 40

 24. 利息の支払額 △ 81

 25. 法人税等の支払額 △ 49

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 233

Ⅱ投資活動によるキャッシュフロ－

  1. 有形固定資産の取得による支出 △ 104

  2. 投資有価証券の取得による支出 △ 7

  3. 投資有価証券の売却による収入 0

  4. 貸付金の回収による収入 3

  5. その他 △ 28

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 137

Ⅲ財務活動によるキャッシュフロ－

  1. 短期借入金の純増加額 699

  2. 長期借入金の返済による支出 △ 506

  3. その他 △ 1

  財務活動によるキャッシュ・フロー 192

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 3

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 △ 174

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 1,719

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 1,544
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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） 

（１）生産実績 

 
（注）１．金額は販売金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）商品仕入実績 

 
（注）１．金額は仕入金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）受注実績 

 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（４）販売実績 

 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３． 生産、商品仕入、受注及び販売の状況

事業部門 生産高（百万円）

 靴関連事業 4,588 

事業部門 商品仕入高（百万円）

 靴関連事業 8,649

事業部門 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

 靴関連事業 145 100 

事業部門 金額（百万円） 構成比（%）

 靴小売部門 7,104 38.5

 靴卸売部門 10,889 59.0

 その他 451 2.5

 合計 18,445 100.0
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