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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 6,920 ― 1,035 ― 1,156 ― 642 ―
20年3月期第3四半期 7,947 △4.6 1,843 △14.2 2,010 △12.4 1,169 △12.3

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3四半期 66.88 ―
20年3月期第3四半期 90.94 ―

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3四半期 14,616 13,492 91.6 1,696.42
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3四半期  13,394百万円 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  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 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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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ページをご覧下さい。 
 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」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

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3四半期  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3四半期  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3四半期  9,600,576株 20年3月期第3四半期  12,865,178株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、リーマンショックに端を発した金融危機による世界的な景気減速が国

内経済にも波及し、加えて円高・株安が企業業績を圧迫し雇用情勢が悪化するなど景気は急速に後退局面を迎えておりま

す。 

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に加え、

景気後退と消費低迷の影響から個人消費の買い控え傾向に拍車がかかり大変厳しい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、景気後退と消費低迷の

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３四半期連結累計期間の業績は、売上高

6,920百万円（前年同四半期比12.9％減）、経常利益1,156百万円（同42.5％減）、四半期純利益642百万円（同45.1％減）とな

りました。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、14,616百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,090百万円の減少とな

りました。その要因は、現金及び預金の減少7,119百万円等による流動資産の減少7,453百万円と、固定資産の増加363百万

円によるものです。 

負債合計は1,123百万円となり、前連結会計年度末に比べ456百万円の減少となりました。その主な要因は、買掛金の減少

258百万円、未払金の減少168百万円、未払法人税等の減少215百万円とリース会計基準適用によるリース債務の増加153百

万円等によるものです。純資産は13,492百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,634百万円の減少となりました。その主な要

因は、自己株式の増加6,807百万円等によるものです。 

（キャッシュ・フローについて） 

当第３四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、658百万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1,135百万

円、減価償却費128百万円、売上債権の減少171百万円、たな卸資産の減少171百万円、仕入債務の減少258百万円及び法

人税等の支払額691百万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、501百万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196百万円、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、7,275百万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。  

  

  

 平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月4日の第２四半期決算公表時に業界環境の悪化を理由に

下方修正を行っており、第３四半期においても変動要因はありますが、変更は行っておりません。厳しい環境の中であります

が、一層の経費削減に努め、修正目標を達成してまいります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

   税金費用については、当第３四半期連結会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。 

  

  

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 

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 

（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。 

  

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,628,145 10,747,389

受取手形及び売掛金 779,099 950,591

商品 406,175 580,171

繰延税金資産 114,104 116,628

その他 132,468 119,980

貸倒引当金 △1,305 △2,164

流動資産合計 5,058,688 12,512,596

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 351,116 359,499

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 170,171 135,297

有形固定資産合計 1,620,509 1,594,018

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 106,610 10,563

無形固定資産合計 1,253,577 1,157,530

投資その他の資産   

投資有価証券 1,278,540 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 160,985 140,079

敷金及び保証金 899,399 903,328

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

その他 99,864 76,238

貸倒引当金 △8,634 △12,726

投資その他の資産合計 6,683,896 6,443,234

固定資産合計 9,557,982 9,194,782

資産合計 14,616,671 21,707,379



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 204,782 463,051

未払金 202,193 370,560

未払法人税等 143,425 359,362

賞与引当金 28,645 78,433

返品調整引当金 28,790 19,451

その他 158,778 28,923

流動負債合計 766,615 1,319,782

固定負債   

退職給付引当金 89,678 99,315

役員退職慰労引当金 133,410 138,533

その他 134,256 22,640

固定負債合計 357,344 260,489

負債合計 1,123,960 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 2,718,862 2,718,880

利益剰余金 16,056,303 15,864,444

自己株式 △6,991,026 △183,097

株主資本合計 14,373,191 20,989,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,832 8,628

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △978,948 △948,488

少数株主持分 98,468 86,315

純資産合計 13,492,711 20,127,107

負債純資産合計 14,616,671 21,707,379



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,920,096

売上原価 3,265,333

売上総利益 3,654,763

販売費及び一般管理費 2,619,286

営業利益 1,035,476

営業外収益  

受取利息 86,628

その他 45,199

営業外収益合計 131,827

営業外費用  

債権売却損 712

支払手数料 6,285

過年度関税等 3,561

その他 267

営業外費用合計 10,827

経常利益 1,156,477

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,951

特別利益合計 4,951

特別損失  

店舗閉鎖損失 5,632

減損損失 14,748

投資有価証券評価損 5,050

特別損失合計 25,431

税金等調整前四半期純利益 1,135,996

法人税等 480,112

少数株主利益 13,753

四半期純利益 642,130



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,121,384

売上原価 951,114

売上総利益 1,170,270

販売費及び一般管理費 840,885

営業利益 329,384

営業外収益  

受取利息 18,674

その他 15,295

営業外収益合計 33,970

営業外費用  

債権売却損 167

その他 187

営業外費用合計 354

経常利益 363,000

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,320

特別利益合計 1,320

特別損失  

減損損失 5,202

投資有価証券評価損 5,050

特別損失合計 10,253

税金等調整前四半期純利益 354,066

法人税等 150,779

少数株主利益 3,839

四半期純利益 199,448



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,135,996

減価償却費 128,241

減損損失 14,748

引当金の増減額（△は減少） △60,160

受取利息及び受取配当金 △89,289

店舗閉鎖損失 3,988

売上債権の増減額（△は増加） 171,491

たな卸資産の増減額（△は増加） 171,608

仕入債務の増減額（△は減少） △258,269

未払金の増減額（△は減少） △42,302

その他 76,769

小計 1,252,821

利息及び配当金の受取額 96,611

利息の支払額 △32

法人税等の支払額 △691,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 658,157

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 △196,365

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 17,028

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 △41,312

投資活動によるキャッシュ・フロー △501,517

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 △6,807,998

配当金の支払額 △449,055

その他 △18,830

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,275,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,119,243

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 3,628,145



 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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製品等卸・小売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。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

  

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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、自己株式が6,807,667千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式は

6,991,026千円となっております。 

  



「参考資料」  

前第３四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年12月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 7,947,915 

Ⅱ 売上原価 3,625,011 

売上総利益 4,322,903 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     2,479,308 

営業利益 1,843,595 

Ⅳ 営業外収益     168,951 

Ⅴ 営業外費用     2,345 

経常利益     2,010,201 

Ⅵ 特別利益   5,713 

Ⅶ 特別損失   8,944 

税金等調整前四半期純利益   2,006,970 

税金費用   821,019 

少数株主利益（控除）   15,980 

四半期純利益  1,169,970 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前四半期純利益  2,006,970

減価償却費  88,921

貸倒引当金の増減額  △5,713

退職給付引当金の増減額  13,381

役員退職給付引当金の増減
額 

 926

店舗撤退等損失  6,428

売上債権の増減額  41,263

たな卸資産の増減額  △133,086

仕入債務の増減額  △108,629

その他  △163,513

小計  1,746,950

法人税等の支払額  △1,045,844

その他  120,767

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 821,873

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

投資有価証券の取得による
支出 

 △52,373

有形固定資産の取得による
支出 

 △56,932

差入敷金保証金の減少によ
る収入 

 2,065

差入敷金保証金の増加によ
る支出 

 △28,009

貸付金回収による収入  3,004

貸付による支出  △2,000

その他  △20,533

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 145,219

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  △385,095

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 

 △387,525



  

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

    - 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

    579,566 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

    9,831,098 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 

    10,410,665 
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