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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 8,766 △11.6 1,156 △40.5 1,297 △39.7 627 △49.2
20年3月期 9,921 △5.5 1,943 △22.5 2,152 △20.3 1,236 △20.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 62.52 ― 3.8 7.1 13.2
20年3月期 96.07 ― 6.3 10.1 19.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 14,711 13,470 90.9 1,692.83
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  13,365百万円 20年3月期  20,040百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 851 804 △7,286 5,117
20年3月期 1,216 87 △387 10,747

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 35.00 35.00 450 36.4 2.3
21年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 236 48.0 1.8
22年3月期 

（予想）
― ― ― 30.00 30.00 41.2

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

4,295 △10.5 500 △29.1 530 △33.2 280 △36.8 35.46

通期 8,720 △0.5 1,045 △9.7 1,105 △14.9 575 △8.3 72.83



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

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  5,088,722株 20年3月期  119,338株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 7,704 △11.8 998 △42.0 1,136 △41.1 554 △51.2
20年3月期 8,732 △8.1 1,720 △28.8 1,930 △25.9 1,137 △25.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 55.31 ―
20年3月期 88.45 ―

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 14,174 12,964 91.5 1,641.97
20年3月期 21,186 19,711 93.0 1,532.20

（参考） 自己資本 21年3月期  12,964百万円 20年3月期  19,711百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 
累計期間

3,695 △12.4 435 △29.9 465 △34.6 240 △41.4 30.40

通期 7,420 △3.7 900 △9.8 960 △15.5 490 △11.7 62.06



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融・経済危機の中

で、株安、円高、雇用不安などを背景に、国内総生産の成長率は大幅な落ち込みを記録するなど、景気の後退が加速

しました。こうした環境下、個人消費につきましても消費者マインドの急速な冷え込みなどにより、いまだ本格回復

に至っておりません。 

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顕著となり、従来以上のマーチャンダイジ

ング力、商品企画力、販売力の強化が求められ、さらなる業務精度の向上が必須となっています。また、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輸入による低価格品の増加、同時に海外有力ブランドの進出、郊外型

商業施設の新規展開など、商品を購入する場・価格帯の拡がりを中心に市場構造は大きな変革期を迎えており、市場

環境は依然厳しい状況が続いております。  

このような環境下、当社グループではお客様の多様なニーズに応えるため、モデルサイズ（大きいサイズ専門）シ

ョップ「Queen's卑弥呼」や複数ブランドを扱う店舗展開を進めると同時に、商品の充実・新規店舗展開を進めてま

いりました。 

 全体の店舗数は、177店で、ブランド別内訳は卑弥呼46店、elegance卑弥呼41店、WANONANO37店、Camui30店、ミッ

クスブランド(「Queen's卑弥呼」を含む)23店となりました。前連結会計年度末の178店に比べ、12店の新規出店と13

の撤退を行い、1店の純減となっております。 

しかしながら、既存店におきましては、前連結会計年度比17.2%の大幅な減収となっており、新規店・既存店を合

わせた売上高は、前連結会計年度に比べて11.6％減の87億66百万円となりました。 

ブランド別の売上高は、下表のとおりです。 

利益面につきましては、原価率の上昇及び販管費の増加により、営業利益は前連結会計年度比40.5％減の11億56百

万円、経常利益は前連結会計年度比39.7％減の12億97百万円となりました。税金等を差し引いた当期純利益につきま

しては6億27百万円となっております。 

②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、世界的な景気の低迷により消費マインドの冷え込みが続くものと予想され、経営

環境は依然厳しい状況が続くものと考えられます。 

このような環境下、当社グループでは、「変化とスピード」をテーマに、製造小売業（SPA）業態のメリットを生

かし、売場からの鮮度のある情報を吸い上げ、変化に機敏に対応して行くと同時に、昨年度より検討してまいりま

した「業務改革」「組織改革」（ブランド別事業部制を生販分離の機能別組織に改変）を軌道に乗せるべく、平成

21年４月１日より本格的に推進していく所存であります。 

ブランド別では、健康とファッションの同時追求を目指すブランドCamuiに引き続き注力し、足の保護と、履き 

心地を追求しつつ「夢・感動・健康」をお客様へ提供してまいります。  

 また、モデルサイズ（大きいサイズ専門）ショップ「Queen's卑弥呼」については、商品の充実と新規店舗展開を

進めてまいります。さらに、従来のワンブランドショップ展開から、立地条件により売場フェースを拡大するととも

に、ミックスブランド店の新業態開発に取り組み、取扱商品を広げ、 適立地に新規出店を行ってまいります。 

以上の施策により、連結売上高は87億20百万円(前連結会計年度比0.5%減)、連結営業利益は10億45百万円(前連結

会計年度比9.7%減)、連結経常利益は11億5百万円(前連結会計年度比14.9%減)の予定です。 

１．経営成績

 内訳 前連結会計期間 当連結会計期間 前年同期比  

  百万円 百万円 ％ 

 卑弥呼ブランド 2,630 2,425 △7.8 

 elegance卑弥呼ブランド 2,352 1,863 △20.8 

 WANONANOブランド 1,768 1,631 △7.7 

 Camuiブランド 1,903 1,639 △13.8 

 連結子会社他 1,267 1,206 △4.8 

 合計 9,921 8,766 △11.6 



(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加851百万

円、投資活動による資金の増加804百万円、財務活動による使用資金7,286百万円により、前連結会計年度末に比べ

5,629百万円減少し、当連結会計年度末には、5,117百万円となりました。 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそ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） 

  営業活動の結果得られた資金は851百万円（前連結会計年度比364百万円減）となりました。これは、税金等調

整前当期純利益1,248百万円、仕入債務の減少158百万円、たな卸資産の減少132百万円及び法人税等の支払額696

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） 

  投資活動の結果得られた資金は804百万円（前連結会計年度比717百万円増）となりました。これは、定期預金

の払戻による収入1,500百万円及び投資有価証券の取得による支出133百万円、有形固定資産の取得による支出

213百万円、差入敷金保証金の増加による支出189百万円及び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） 

  財務活動の結果使用した資金は7,286百万円であり、これは、配当金の支払額449百万円及び自己株式の取得に

よる支出6,808百万円等によるものであります。 

 キャッシュ・フロー指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、上記の計算式により算出しております。 

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

   平成17年度 平成18年度  平成19年度  平成20年度  

自己資本比率（％） 88.9 91.8 92.3 90.9

時価ベースの自己資本比率（％） 111.7 113.8 68.5 49.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比
率（％） 

－ － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍） 

30,616.4 － － 25,911.1 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策として位置付けており、安定的かつ継続的に利益配分

を行っていくことを基本方針としております。具体的には、業績、株価動向、他社の状況等を総合的に勘案したうえ

で年間配当性向は20％を超えることを指標としております。 

また、内部留保資金につきましては、新業態開発、店舗の新設・改装等に充当することにより、業容を拡大させる

とともに、財務体質及び経営基盤の強化のための原資として活用させて頂く所存であります。  

このような基本方針に沿って、当期の配当金は1株につき普通配当30円とさせて頂く予定です。次期に関しまして

は、1株あたり普通配当30円を予定しております。 

当資料の記載内容のうち、将来に関する見通し及び計画に基づいた将来予測には、リスクや不確定な

要素などが含まれており、実際の成果や業績などは、記載の見通しとは異なる可能性があります。 



 当企業集団は、株式会社卑弥呼（当社）及び子会社2社により構成されており、事業は靴やバッグ等の服飾雑貨の企

画、開発ならびに卸及び小売を主に、これらに付帯する業務を営んでおります。  

  

以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況

事業の区分 主要取扱品目  主要な会社 備考 

靴製品等

卸・小売

事業 

 企画・開発事業 
靴やバッグ等の 

服飾雑貨 

当社 

㈱エルピーディ  

㈱エルピーディは、当社及び卸・小売

業者を対象に靴の開発・輸入および卸

売を行っております。 

非連結子会社VINAMODE INTERNATIONAL 

CO.,LTD.は当期設立し、未稼働となっ

ております。  

 卸売事業  同上 
当社 

㈱エルピーディ 

 小売事業  同上 当社 

 不動産賃貸事業  貸ビル等 当社   



(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、靴やバッグ等の服飾雑貨を主力とした生活関連商品のブランド展開による、企画・開発並びに卸

及び小売販売を主な事業としております。今後も、世界的な環境変化の中で、日本文化に根ざした卑弥呼独自の商品

開発とサービスで、生活文化環境の変化に積極的に対応することを経営の基本とし、「それでお客様は満足か」「無

形資産の増加」の２大テーマを経営方針として、お客様、株主様、お取引先様、従業員及び社会全体に貢献して行き

たいと考えております。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、成長性と収益性を高め、継続的・安定的に企業価値の向上を図ることが株主重視の経営と認識

し、売上の拡大と効率的な経営をより推進して中長期的には売上高営業利益率のさらなる向上を目指します。 

(3)中長期的な会社の経営戦略  

景気減速下の消費低迷が続くと同時に、顕在化・加速化する消費構造変化による市場規模の縮小が見込まれる中、

当社グループは今後、多様化したお客様のニーズに対応し、お客様の満足を向上させるため、百貨店・駅ビル・ファ

ッションビルなどチャネル特性を踏まえた新業態開発に取り組み、取扱商品の幅を広げてまいります。 

特にCamuiブランドは、健康志向面から市場の拡大が期待出来るので、老若男女を含めた幅広い年齢層を対象とし

た戦略ブランドとして、なお一層の育成・拡大を図ります。 

基本的には、ブランドビジネスを確立するため、お客様の層を広げ、プレステージを引き上げ、付加価値を高め、

高品質で、履き心地が良く、鮮度が高い、オリジナル商品を提案し続け、人・物・金・情報・企業文化の経営資源を

有効に活用し、ブランド力・商品力・販売力の一層の強化拡充を図り、二十四節気マーチャンダイジング（ＭＤ）に

継続的に取り組みます。 

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループが対処すべき課題といたしましては、以下の事項を考えております。 

① 当社グループが取り扱う靴やバッグ等の服飾雑貨は、ファッション性が高く、お客様の嗜好やニーズを満たすた

めの商品開発力を持つことが、市場での当社の優位性を保つために不可欠な要素となっています。また、アパレル

等他業界からの市場参入による競争も激化している環境下において、当社の優位性を今後も維持向上し続けるため

には、企画・ＭＤの精度を向上するべく、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａサイクルを的確、かつ素早く回す改善を継続し、二十四

節気マーチャンダイジングに基づく魅力的な商品群をより魅力的な売場において提供することが重要な課題と考え

ております。 

② 国内における靴の生産メーカーは、技術者不足や輸入品との価格競争に対応するために、中国をはじめとした海

外への生産シフトを余儀なくされており、品質の安定性や納期遅延の懸念があります。このような生産背景の中に

あっても、現地での生産・品質指導や、 終仕上げ工程を日本で行うなど、品質と納期面でのリスク管理に力を入

れているメーカーとの関係を強化し、高品質を維持し続けることが重要な課題と考えております。 

③ 「業務改革」「組織改革」による新ビジネスモデルの早期定着化を図ることが喫緊の課題と考えております。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,747,389 5,117,410

受取手形及び売掛金 950,591 819,000

たな卸資産 589,368 －

商品 － 447,264

貯蔵品 － 10,060

繰延税金資産 116,628 68,685

その他 110,782 104,137

貸倒引当金 △2,164 △5,804

流動資産合計 12,512,596 6,560,754

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 634,997 648,103

減価償却累計額 △275,498 △290,157

建物及び構築物（純額） 359,499 357,945

機械装置及び運搬具 45,210 44,361

減価償却累計額 △32,845 △35,259

機械装置及び運搬具（純額） 12,364 9,102

工具、器具及び備品 362,144 431,485

減価償却累計額 △239,211 △282,559

工具、器具及び備品（純額） 122,932 148,925

土地 ※  1,099,220 ※  1,099,220

有形固定資産合計 1,594,018 1,615,194

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 10,563 104,163

無形固定資産合計 1,157,530 1,251,129

投資その他の資産   

投資有価証券 1,202,886 1,282,270

関係会社株式 － 120,313

長期預金 3,700,000 2,200,000

長期貸付金 2,260 310

繰延税金資産 140,079 94,354

敷金及び保証金 903,328 1,057,328

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

その他 73,978 114,699

貸倒引当金 △12,726 △18,231

投資その他の資産合計 6,443,234 5,284,471

固定資産合計 9,194,782 8,150,795



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産合計 21,707,379 14,711,550

負債の部   

流動負債   

買掛金 463,051 304,068

リース債務 － 42,066

未払金 370,560 218,868

未払法人税等 359,362 136,325

賞与引当金 78,433 68,212

返品調整引当金 19,451 37,837

ポイント引当金 － 16,605

その他 28,923 76,460

流動負債合計 1,319,782 900,444

固定負債   

リース債務 － 100,928

退職給付引当金 99,315 82,286

役員退職慰労引当金 138,533 134,900

その他 22,640 22,811

固定負債合計 260,489 340,926

負債合計 1,580,271 1,241,370

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 2,718,862

利益剰余金 15,864,444 16,041,457

自己株式 △183,097 △6,991,088

株主資本合計 20,989,280 14,358,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,628 △35,381

土地再評価差額金 ※  △957,116 ※  △957,116

評価・換算差額等合計 △948,488 △992,497

少数株主持分 86,315 104,393

純資産合計 20,127,107 13,470,179

負債純資産合計 21,707,379 14,711,550



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,921,742 8,766,319

売上原価 4,677,428 4,134,297

売上総利益 5,244,313 4,632,021

販売費及び一般管理費   

販売手数料 458,446 364,235

運賃 245,887 245,731

広告宣伝費 53,110 52,142

役員報酬 108,750 85,722

給料及び賞与 1,127,927 1,251,434

賞与引当金繰入額 78,433 68,212

退職給付費用 24,732 22,303

役員退職慰労引当金繰入額 9,383 6,266

福利厚生費 195,170 214,720

旅費及び交通費 113,323 127,388

通信費 18,728 23,143

交際費 4,898 4,938

支払手数料 154,579 163,822

水道光熱費 19,262 25,270

賃借料 344,311 380,876

消耗品費 91,054 104,666

租税公課 16,770 15,834

減価償却費 130,010 176,607

修繕費 2,045 3,388

保険料 4,817 5,069

募集費 27,489 30,181

事業税 26,269 12,257

貸倒損失 － 4,818

貸倒引当金繰入額 － 4,114

その他 45,667 82,192

販売費及び一般管理費合計 3,301,071 3,475,339

営業利益 1,943,242 1,156,682

営業外収益   

受取利息 150,562 100,907

受取配当金 2,524 5,489

受取手数料 29,503 21,879

固定資産賃貸料 4,788 1,685

為替差益 1,801 2,010

その他の営業外収益 23,351 27,339

営業外収益合計 212,532 159,312



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

債権売却損 522 786

過年度関税等 － 3,561

貸倒引当金繰入額 － 5,031

支払手数料 － 6,285

その他の営業外費用 2,331 2,523

営業外費用合計 2,853 18,189

経常利益 2,152,921 1,297,805

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,426 －

特別利益合計 5,426 －

特別損失   

店舗閉鎖損失 8,944 12,413

減損損失 ※  － ※  14,748

投資有価証券評価損 － 8,731

過年度ポイント引当金繰入額 － 13,813

特別損失合計 8,944 49,706

税金等調整前当期純利益 2,149,403 1,248,099

法人税、住民税及び事業税 895,207 473,398

法人税等調整額 △8,241 127,738

法人税等合計 886,966 601,136

少数株主利益 26,429 19,678

当期純利益 1,236,007 627,284



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,589,052 2,589,052

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,589,052 2,589,052

資本剰余金   

前期末残高 2,718,880 2,718,880

当期変動額   

自己株式の処分 － △18

当期変動額合計 － △18

当期末残高 2,718,880 2,718,862

利益剰余金   

前期末残高 15,014,399 15,864,444

当期変動額   

剰余金の配当 △385,962 △450,271

当期純利益 1,236,007 627,284

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 850,044 177,012

当期末残高 15,864,444 16,041,457

自己株式   

前期末残高 △182,204 △183,097

当期変動額   

自己株式の取得 △892 △6,808,106

自己株式の処分 － 115

当期変動額合計 △892 △6,807,990

当期末残高 △183,097 △6,991,088

株主資本合計   

前期末残高 20,140,128 20,989,280

当期変動額   

剰余金の配当 △385,962 △450,271

当期純利益 1,236,007 627,284

自己株式の取得 △892 △6,808,106

自己株式の処分 － 96

当期変動額合計 849,152 △6,630,996

当期末残高 20,989,280 14,358,284



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 34,058 8,628

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,429 △44,009

当期変動額合計 △25,429 △44,009

当期末残高 8,628 △35,381

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 112 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 －

当期変動額合計 △112 －

当期末残高 － －

土地再評価差額金   

前期末残高 △957,116 △957,116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △922,946 △948,488

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,541 △44,009

当期変動額合計 △25,541 △44,009

当期末残高 △948,488 △992,497

少数株主持分   

前期末残高 61,485 86,315

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,829 18,078

当期変動額合計 24,829 18,078

当期末残高 86,315 104,393



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 19,278,667 20,127,107

当期変動額   

剰余金の配当 △385,962 △450,271

当期純利益 1,236,007 627,284

自己株式の取得 △892 △6,808,106

自己株式の処分 － 96

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △712 △25,931

当期変動額合計 848,439 △6,656,927

当期末残高 20,127,107 13,470,179



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,149,403 1,248,099

減価償却費 132,539 178,743

減損損失 － 14,748

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,426 9,145

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,477 △17,029

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,583 △3,633

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,741 △10,220

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,879 18,385

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 16,605

受取利息及び受取配当金 △153,087 △106,397

店舗閉鎖損失 6,428 6,698

売上債権の増減額（△は増加） 241,924 131,591

たな卸資産の増減額（△は増加） △207,367 132,044

仕入債務の増減額（△は減少） △12,301 △158,982

未払金の増減額（△は減少） 16,138 △75,229

その他 △64,373 43,718

小計 2,114,318 1,428,288

利息及び配当金の受取額 154,407 119,712

利息の支払額 － △32

法人税等の支払額 △1,052,022 △696,114

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,216,703 851,853

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 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △44,594 △213,445

投資有価証券の取得による支出 △117,135 △133,919

敷金及び保証金の差入による支出 △29,915 △189,090

敷金及び保証金の回収による収入 6,703 21,554

貸付けによる支出 △2,500 －

貸付金の回収による収入 3,184 1,820

関係会社株式の取得による支出 － △120,313

その他 △28,320 △61,609

投資活動によるキャッシュ・フロー 87,421 804,997

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の売却による収入 － 96

自己株式の取得による支出 △892 △6,808,106

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △27,796

配当金の支払額 △385,341 △449,423

少数株主への配当金の支払額 △1,600 △1,600

財務活動によるキャッシュ・フロー △387,834 △7,286,829



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 916,290 △5,629,978

現金及び現金同等物の期首残高 9,831,098 ※  10,747,389

現金及び現金同等物の期末残高 ※  10,747,389 ※  5,117,410



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数          1社 

連結子会社の名称 

㈱エルピーディ 

 なお、非連結子会社及び関連会社はあ

りません。 

(1)連結子会社の数        1社 

同左 

  

 (2)非連結子会社の数       1社 

  非連結子会社の名称 

  VINAMODE INTERNATIONAL CO.,LTD. 

 連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社は当期設立し、未稼働の

ため、総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、連結計算書類に重要な影響を

及ぼしていないため、連結の範囲から除い

ております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

     ――――――――――  持分法を適用していない非連結子会社の

状況 

非連結子会社の名称 

  VINAMODE INTERNATIONAL CO.,LTD. 

 持分法を適用していない理由 

 非連結子会社の当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等が、連結計算書類に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除いておりま

す。  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

    

イ 有価証券 満期保有目的の債券 

原価法 

満期保有目的の債券 

       同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

ロ たな卸資産 商品   移動平均法による原価法 

貯蔵品  終仕入原価法 

商品 

 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

価切下げにより算定） 

貯蔵品 

 終仕入原価法（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

により算定）  

ハ デリバティブ 時価法 同左 



  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

    

イ 有形固定資産   

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物      10～39年  

(会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年４月1日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。 

 この変更による損益に与える影響は軽

微であります。 

リース資産以外の有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物           10～39年  

  

リース資産 

 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 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （追加情報） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年3月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の5%に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額

の5%相当額と備忘価額との差額を5年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

 この変更による損益に与える影響は

軽微であります。  

ロ 無形固定資産 

   

ソフトウェア  

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法 

ソフトウェア  

リース資産以外の無形固定資産 

 社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法 

リース資産  

 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  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法 

      

ハ 長期前払費用 定額法 同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

    

イ 貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

同左 

ロ 賞与引当金  従業員に対して支給する賞与に充てる

ため、支給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。 

同左 

ハ 返品調整引当金  当連結会計年度末後に予想される売上

返品による損失に備えるため、過去の返

品率等に基づき、将来の返品に伴う損失

予想額を計上しております。 

同左 

ニ  ポイント引当金        ―――――――――― 

  

 将来のポイント使用による売上値引に

備えるため、過去の使用実績に基づき当

連結会計年度末において将来使用される

と見込まれる額を計上しております。  

    （追加情報） 

 ポイント制度導入後ポイント利用数が

増加し、かつ、当連結会計年度末におい

てポイント使用率を合理的に見積もるこ

とが可能となったため、ポイント引当金

を計上することとしました。この結果、

売上高、営業利益及び経常利益がそれぞ

れ2,791千円減少し、税金等調整前当期

純利益は16,605千円減少しております。 



  

ホ 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

同左 

ヘ 役員退職慰労引当金  役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しております。 

同左 

(4）重要な外貨建の資産ま

たは負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

――――――――― 

  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

(イ）ヘッジ会計の方法 

 同左 

  (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象…連結子会社の外貨建予

定仕入取引の一部 

ヘッジ対象…同左 

  (ハ）ヘッジ方針 

 取引権限及び取引限度額等を定めた

社内ルールに基づき、外貨建取引の為

替変動によるリスクの軽減、相殺を目

的として、ヘッジを行うことを原則と

しております。 

 なお、取引の契約先は信用度の高い

銀行に限定されており、相手先の契約

不履行によるリスクはほとんどないと

判断しております。 

(ハ）ヘッジ方針 

 同左 

(7）消費税等の会計処理の

方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

 同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

 同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

 同左 



  

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

       ―――――――――――― （たな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、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当連結会計年度より、「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軽微でありま

す。  

        （リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より、「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。    

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

        ――――――――――――  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」

に含まれる「商品」「貯蔵品」は、それぞれ580,171千

円、9,197千円であります。 



  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※  土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま

す。 

※      同左 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める地

方税法（昭和25年法律第226号）第341条第10号の

土地課税台帳に登録されている価格により算出 

再評価の方法 

   同左                  

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当連結

会計年度末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額 

 △43,591千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当連結

会計年度末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額 

      458,734千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※                 ―――――― ※ 減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。  

                場所  用途        種類   減損損失 

福岡県福岡市

他（計３件） 
 店舗 

建物及び構築

物・工具、 

器具及び備品 

 14,748千円 

          当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として店舗、賃貸用不動産等の各物件単位

で資産グループを決定しております。 

    当連結会計年度において退店を決定した店舗につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額14,748千円（建物及び構築物9,457千円、工具器

具備品5,291千円）を減損損失として特別損失に計上

しております。 

    なお、回収可能価額は使用価値によっております

が、いずれも当連結会計年度において退店を決定し

た店舗であるため、将来キャッシュ・フローの算定

にあたっては割引率を考慮しておりません。  



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の数の増加530株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式  12,984,233  －  －  12,984,233

合計  12,984,233  －  －  12,984,233

自己株式                        

普通株式  118,808  530  －  119,338

合計  118,808  530  －  119,338

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式  385,962  30 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式  450,271 利益剰余金   35 平成20年3月31日 平成20年6月30日 



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の数の増加4,969,484株のうち、4,969,100株は平成20年９月１日開催の取締役会決議に基づき取得した

ものであり、384株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式     12,984,233                 12,984,233 

合計     12,984,233                 12,984,233 

自己株式                        

普通株式     119,338  4,969,484     100     5,088,722 

合計     119,338     4,969,484     100     5,088,722 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式     450,271     35 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式     236,865 利益剰余金      30 平成21年3月31日 平成21年6月29日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている現金及び預金勘定の金額は一致しており

ます。 

※          同左 



  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引  

 （借主側） 

 (1)リース資産の内容 

  ・有形固定資産 

  主として、靴製品等卸・小売事業におけるホスト

コンピュータ（工具、器具及び備品）であります。 

  ・無形固定資産 

  主として、靴製品等卸・小売事業における在庫管

理用ソフトウェアであります。 

 (2)リース資産の減価償却の方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品  84,756  35,280  49,476

ソフトウェア  147,506  96,715  50,790

合計  232,262  131,995  100,266

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

２．未経過リース料期末残高相当額等   

未経過リース料期末残高相当額 

１年内   26,845千円

１年超   73,421千円

合計  100,266千円

  

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

  

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料       25,790千円

減価償却費相当額       25,790千円

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

  



１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30％超下落した場合に、減損処理を行っております。なお、当

連結会計年度において8,731千円の減損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

（有価証券関係）

  種類

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  27,386  49,035  21,649     8,245     14,392     6,146 

(2）債券  －  －  －     ー     ー     ー 

(3）その他  －  －  －     ー     ー     ー 

小計  27,386  49,035  21,649     8,245     14,392     6,146 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  160,949  153,850  △7,098     346,285     267,878     △78,407 

(2) 債券  －  －  －     ー     ー     ー 

(3）その他  －  －  －     ー     ー     ー 

小計  160,949  153,850  △7,098     346,285     267,878     △78,407 

合計  188,335  202,886  14,550     354,531     282,270     △72,261 

  
前連結会計年度（平成20年3月31日） 当連結会計年度（平成21年3月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

満期保有目的の債券     

 非上場外国債券  1,000,000     1,000,000 

区分 

前連結会計年度（平成20年3月31日） 当連結会計年度（平成21年3月31日）

1年以内 
（千円） 

1年超5年以

内 
（千円） 

5年超10年

以内 
（千円） 

10年超

（千円） 
1年以内

（千円） 

1年超5年以

内 
（千円） 

5年超10年

以内 
（千円） 

10年超

（千円） 

満期保有目的の債券                                          

非上場外国債券  ― ― ― 1,000,000     ―     ―     ―   1,000,000

合計  ― ― ― 1,000,000     ―     ―     ―   1,000,000



１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 

 デリバティブ取引として為替予約を利用しておりますが、当連結会計年度には残高はありません。 

当連結会計年度（平成21年３月31日） 

 当連結会計年度においては、該当する取引はありません。  

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ

ります。 

(1）取引の内容 

                     同左 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リス

クを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用して

おります。 

(3）取引の利用目的 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクはほと

んどないと認識しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時

金制度を採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務       99,315千円

退職給付引当金       99,315千円

退職給付債務       82,286千円

退職給付引当金       82,286千円

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 

勤務費用       24,732千円 勤務費用       22,303千円



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係）



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産       

流動 未払事業税 31,995千円

返品調整引当金 7,916千円

賞与引当金 31,922千円

棚卸資産評価損 24,145千円

その他 20,648千円

流動計 116,628千円

固定 有価証券評価損 17,546千円

貸倒引当金 5,179千円

退職給付引当金 40,379千円

役員退職慰労引当金 56,383千円

会員権評価損 12,427千円

投資有価証券評価損 14,810千円

その他 5,419千円

小計      152,145 千円

評価性引当額 △4,884千円

固定計 147,261千円

繰延税金資産計 263,890千円

繰延税金負債       

固定 特別償却準備金 △1,260千円

その他有価証券評価差額

金 
△5,921千円

固定計 △7,182千円

繰延税金負債計 △7,182千円

繰延税金資産の純額 256,708千円

繰延税金資産       

流動 未払事業税     11,116千円

返品調整引当金     11,763千円

賞与引当金     27,197千円

商品評価損     3,283千円

その他     15,325千円

流動計     68,685千円

固定 有価証券評価損     17,546千円

貸倒引当金     7,420千円

退職給付引当金     33,432千円

役員退職慰労引当金     54,904千円

会員権評価損     12,427千円

投資有価証券評価損     18,363千円

その他有価証券評価差額

金 
28,148千円

その他     16,138千円

小計  188,382 千円

評価性引当額   △93,797千円

固定計     94,584千円

繰延税金資産計     163,270千円

繰延税金負債       

固定 特別償却準備金     △230千円

固定計     △230千円

繰延税金負債計     △230千円

繰延税金資産の純額     163,040千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるた

め、当該差異の原因となった主要な項目別内訳の注記は

省略しております。 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）    

 評価性引当額  7.1  

  その他 0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 

    

48.2
  

３．土地再評価に係る繰延税金資産 ３．土地再評価に係る繰延税金資産 

  

土地再評価に係る繰延税金資産 389,546千円

評価性引当額 △389,546千円

土地再評価に係る繰延税金資産 －千円

土地再評価に係る繰延税金資産     389,546千円

評価性引当額    △389,546千円

土地再評価に係る繰延税金資産     －千円



     前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。  

     当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。  

  

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 靴製品等卸・小売事業の売上高、営業利益および資産の金額は、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割合がいずれも90%超であるため、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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 靴製品等卸・小売事業の売上高、営業利益および資産の金額は、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割合がいずれも90%超であるため、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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３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、該当する事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

同上 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当する事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

同上 

  

（企業結合等関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



  

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（関連当事者情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

(追加情報) 

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計

基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び 

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を早期適用

しております。                       

 該当事項はありません。 

(追加情報) 

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計

基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び 

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を早期適用

しております。                       

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額     1,557円79銭

１株当たり当期純利益    96円07銭

１株当たり純資産額     1,692円83銭

１株当たり当期純利益      62円52銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

同左 

  
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円）  1,236,007     627,284 

普通株主に帰属しない金額（千円）  －     － 

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,236,007     627,284 

期中平均株式数（株）  12,865,053     10,033,031 

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,446,724 4,870,474

受取手形 3,114 1,484

売掛金 759,131 674,040

商品 557,554 424,681

貯蔵品 9,197 10,060

前払費用 43,028 45,460

繰延税金資産 107,460 66,083

未収入金 28,930 10,491

その他 34,240 43,693

貸倒引当金 － △4,114

流動資産合計 11,989,383 6,142,355

固定資産   

有形固定資産   

建物 632,824 646,032

減価償却累計額 △275,003 △289,474

建物（純額） 357,820 356,558

機械及び装置 43,561 43,561

減価償却累計額 △31,343 △34,484

機械及び装置（純額） 12,217 9,076

工具、器具及び備品 348,252 421,152

減価償却累計額 △228,434 △274,541

工具、器具及び備品（純額） 119,818 146,610

土地 ※  1,099,220 ※  1,099,220

有形固定資産合計 1,589,077 1,611,465

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

電話加入権 1,109 1,109

ソフトウエア 5,961 97,167

無形固定資産合計 1,154,038 1,245,243

投資その他の資産   

投資有価証券 1,202,886 1,282,270

関係会社株式 16,000 16,000

出資金 100 100

長期預金 3,700,000 2,200,000

長期貸付金 1,360 310

従業員長期貸付金 900 －

長期前払費用 59,989 95,641

繰延税金資産 139,737 93,709



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

敷金及び保証金 899,909 1,053,661

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

会員権 450 450

その他 12,276 17,781

貸倒引当金 △12,726 △18,231

投資その他の資産合計 6,454,308 5,175,119

固定資産合計 9,197,424 8,031,828

資産合計 21,186,808 14,174,184

負債の部   

流動負債   

買掛金 487,692 321,554

リース債務 － 42,066

未払金 342,029 205,569

未払法人税等 282,134 122,802

預り金 16,109 18,549

前受収益 2,887 11,753

賞与引当金 78,433 68,212

返品調整引当金 19,451 37,837

ポイント引当金 － 16,605

その他 1,921 39,222

流動負債合計 1,230,658 884,173

固定負債   

リース債務 － 100,928

退職給付引当金 95,444 80,159

役員退職慰労引当金 126,533 121,900

預り保証金 22,640 22,811

固定負債合計 244,618 325,799

負債合計 1,475,276 1,209,973

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,589,052 2,589,052

資本剰余金   

資本準備金 2,718,862 2,718,862

その他資本剰余金 18 －

資本剰余金合計 2,718,880 2,718,862

利益剰余金   

利益準備金 95,750 95,750

その他利益剰余金   

別途積立金 13,795,000 14,395,000

繰越利益剰余金 1,644,433 1,149,132



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 15,535,183 15,639,882

自己株式 △183,097 △6,991,088

株主資本合計 20,660,019 13,956,709

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,628 △35,381

土地再評価差額金 ※  △957,116 ※  △957,116

評価・換算差額等合計 △948,488 △992,497

純資産合計 19,711,531 12,964,211

負債純資産合計 21,186,808 14,174,184



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,732,416 7,704,794

売上原価   

期首商品たな卸高 340,225 557,554

当期商品仕入高 4,236,978 3,408,380

合計 4,577,203 3,965,934

期末商品たな卸高 557,554 424,681

商品売上原価 4,019,649 3,541,252

売上総利益 4,712,767 4,163,541

返品調整引当金繰入額 － 18,385

返品調整引当金戻入額 2,879 －

差引売上総利益 4,715,646 4,145,155

販売費及び一般管理費   

販売手数料 458,446 364,235

運賃 180,359 191,671

広告宣伝費 49,580 47,593

役員報酬 95,550 72,522

給料及び賞与 1,028,232 1,139,105

賞与引当金繰入額 78,433 68,212

退職給付費用 22,722 21,089

役員退職慰労引当金繰入額 8,383 5,266

福利厚生費 178,272 197,306

旅費及び交通費 92,186 100,895

通信費 16,394 21,343

交際費 1,640 1,713

支払手数料 137,044 135,102

水道光熱費 18,356 24,209

賃借料 323,711 367,560

消耗品費 83,651 98,127

租税公課 16,415 15,503

減価償却費 123,049 171,129

修繕費 1,101 1,970

保険料 4,163 4,348

募集費 24,307 24,645

事業税 26,269 12,257

貸倒損失 － 4,818

貸倒引当金繰入額 － 4,114

その他 26,478 52,210

販売費及び一般管理費合計 2,994,753 3,146,953

営業利益 1,720,892 998,201



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 150,176 100,478

受取配当金 8,924 11,889

受取手数料 33,154 24,824

固定資産賃貸料 4,788 1,685

雑収入 14,054 12,915

営業外収益合計 211,097 151,793

営業外費用   

雑損失 1,695 8,337

貸倒引当金繰入額 － 5,505

営業外費用合計 1,695 13,842

経常利益 1,930,295 1,136,152

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,645 －

特別利益合計 5,645 －

特別損失   

店舗閉鎖損失 8,944 12,413

過年度ポイント引当金繰入額 － 13,813

減損損失 ※  － ※  14,748

投資有価証券評価損 － 8,731

特別損失合計 8,944 49,706

税引前当期純利益 1,926,996 1,086,446

法人税、住民税及び事業税 795,507 410,000

法人税等調整額 △6,429 121,475

法人税等合計 789,077 531,475

当期純利益 1,137,918 554,970



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,589,052 2,589,052

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,589,052 2,589,052

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,718,862 2,718,862

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,718,862 2,718,862

その他資本剰余金   

前期末残高 18 18

当期変動額   

当期変動額合計 － △18

当期末残高 18 －

資本剰余金合計   

前期末残高 2,718,880 2,718,880

当期変動額   

自己株式の処分 － △18

当期変動額合計 － △18

当期末残高 2,718,880 2,718,862

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 95,750 95,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 95,750 95,750

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 12,695,000 13,795,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,100,000 600,000

当期変動額合計 1,100,000 600,000

当期末残高 13,795,000 14,395,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,992,477 1,644,433

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,100,000 △600,000



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

剰余金の配当 △385,962 △450,271

当期純利益 1,137,918 554,970

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 △348,044 △495,301

当期末残高 1,644,433 1,149,132

利益剰余金合計   

前期末残高 14,783,227 15,535,183

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △385,962 △450,271

当期純利益 1,137,918 554,970

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 751,955 104,698

当期末残高 15,535,183 15,639,882

自己株式   

前期末残高 △182,204 △183,097

当期変動額   

自己株式の取得 △892 △6,808,106

自己株式の処分 － 115

当期変動額合計 △892 △6,807,990

当期末残高 △183,097 △6,991,088

株主資本合計   

前期末残高 19,908,956 20,660,019

当期変動額   

剰余金の配当 △385,962 △450,271

当期純利益 1,137,918 554,970

自己株式の取得 △892 △6,808,106

自己株式の処分 － 96

当期変動額合計 751,063 △6,703,310

当期末残高 20,660,019 13,956,709



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 34,058 8,628

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,429 △44,009

当期変動額合計 △25,429 △44,009

当期末残高 8,628 △35,381

土地再評価差額金   

前期末残高 △957,116 △957,116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △923,058 △948,488

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,429 △44,009

当期変動額合計 △25,429 △44,009

当期末残高 △948,488 △992,497

純資産合計   

前期末残高 18,985,898 19,711,531

当期変動額   

剰余金の配当 △385,962 △450,271

当期純利益 1,137,918 554,970

自己株式の取得 △892 △6,808,106

自己株式の処分 － 96

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,429 △44,009

当期変動額合計 725,633 △6,747,320

当期末残高 19,711,531 12,964,211



重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 

原価法 

満期保有目的の債券 

 同左  

  子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

移動平均法による原価法 

貯蔵品 

終仕入原価法 

商品 

 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） 

貯蔵品 

 終仕入原価法（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）  

    

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  

建物           10～39年 

有形固定資産 

リース資産以外の有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物           10～39年 

  (会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年4月1日以降に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 この変更による損益に与える影響は軽

微であります。 

リース資産 

 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 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。  

  

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年3月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の5%に到達

した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の5%相当額と備忘価額との差額を5

年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

 この変更による損益に与える影響は

軽微であります。 

  無形固定資産（ソフトウェア） 無形固定資産 



  

 社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法 

リース資産以外の無形固定資産（ソフト

ウェア） 

 社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法 

リース資産  

 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  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法  

        

  長期前払費用 

定額法 

長期前払費用 

同左 



  

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充てる

ため、支給見込額のうち当事業年度の負

担額を計上しております。 

賞与引当金 

同左 

  返品調整引当金 

当事業年度末後に予想される売上返品に

よる損失に備えるため、過去の返品率等に

基づき、将来の返品に伴う損失予想額を計

上しております。 

返品調整引当金 

同左 

      ―――――――――― 

  

ポイント引当金  

 将来のポイント使用による売上値引に

備えるため、過去の使用実績に基づき当

事業年度末において将来使用されると見

込まれる額を計上しております。   

    

  

（追加情報） 

 ポイント制度導入後ポイント利用数が

増加し、かつ、当事業年度末においてポ

イント使用率を合理的に見積もることが

可能となったため、ポイント引当金を計

上することとしました。この結果、売上

高、営業利益及び経常利益がそれぞ

れ 2,791千円減少し、税引前当期純利益

は16,605千円減少しております。 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

退職給付引当金 

同左 

  役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当事業年度末要支

給額を計上しております。 

役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

―――――――― 

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

         ―――――――――― （たな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、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当事業年度より、「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軽微でありま

す。  

         （リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度より、「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。 



  

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※ 土地再評価の注記 

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しておりま

す。 

※ 土地再評価の注記 

           同左 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める地

方税法（昭和25年法律第226号）第341条第10号の

土地課税台帳に登録されている価格により算出 

再評価の方法 

           同左 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額 

△43,591千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末

における時価と再評価後の帳

簿価額との差額 

   458,734千円

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※         ―――――― ※ 減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

      場所  用途       種類   減損損失 

福岡県福岡市

他（計３件）
 店舗 

建物・ 

工具、器具及び備

品 

 14,748千円 

   当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位

として店舗、賃貸用不動産等の各物件単位で資産グ

ループを決定しております。 

    当事業年度において退店を決定した店舗につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額14,748千円（建物9,457千円、工具器具備品5,291

千円）を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

    なお、回収可能価額は使用価値によっております

が、いずれも当事業年度において退店を決定した店

舗であるため、将来キャッシュ・フローの算定にあ

たっては割引率を考慮しておりません。 



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の数の増加530株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の数の増加4,969,484株のうち、4,969,100株は平成20年９月１日開催の取締役会決議に基づき取得した

ものであり、384株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  118,808  530  ―  119,338

合計  118,808  530  ―  119,338

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式     119,338     4,969,484     100     5,088,722 

合計     119,338     4,969,484     100     5,088,722 



  

 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３

月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引  

 （借主側） 

 (1)リース資産の内容 

  ・有形固定資産 

  主として、靴製品等卸・小売業事におけるホスト

コンピュータ（工具、器具及び備品）であります。 

  ・無形固定資産 

  主として、靴製品等卸・小売事業における在庫管

理用ソフトウェアであります。 

 (2)リース資産の減価償却の方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品  79,140  29,664  49,476

ソフトウェア  147,506  96,715  50,790

合計  226,646  126,379  100,266

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内       26,845千円

１年超      73,421千円

合計      100,266千円

  

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

  

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料       25,416千円

減価償却費相当額      25,416千円

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

（有価証券関係）



  

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産     

流動 未払事業税       26,919千円

返品調整引当金      7,916千円

賞与引当金      31,922千円

棚卸資産評価損      24,145千円

その他      16,555千円

流動計     107,460千円

固定 有価証券評価損       17,546千円

貸倒引当金      5,179千円

退職給付引当金      38,845千円

役員退職慰労引当金       51,499千円

会員権評価損      12,427千円

投資有価証券評価損       14,810千円

その他      5,350千円

固定計      145,659千円

繰延税金資産計     253,120千円

繰延税金負債     

固定 その他有価証券評価差額

金 
   △5,921千円

繰延税金負債計    △5,921千円

繰延税金資産の純額     247,198千円

繰延税金資産     

流動 未払事業税       10,902千円

返品調整引当金       11,763千円

賞与引当金       27,197千円

商品評価損       3,283千円

その他       12,936千円

流動計       66,083千円

固定 有価証券評価損       17,546千円

貸倒引当金        7,420千円

退職給付引当金       32,625千円

役員退職慰労引当金       49,613千円

会員権評価損       12,427千円

投資有価証券評価損      18,363千円

その他有価証券評価差額

金 
28,148千円

その他  16,070千円

小計  182,216千円

評価性引当額     △88,508千円

固定計       93,709千円

繰延税金資産計      159,792千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるた

め、当該差異の原因となった主要な項目別内訳の注記は

省略しております。 

      

法定実効税率 40.7％  

（調整）    

 評価性引当額  8.2  

 その他   △0.0  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 

    

48.9

 

３．土地再評価に係る繰延税金資産 ３．土地再評価に係る繰延税金資産 

  

土地再評価に係る繰延税金資産      389,546千円

評価性引当額  △389,546千円

土地再評価に係る繰延税金資産  －

土地再評価に係る繰延税金資産      389,546千円

評価性引当額   △389,546千円

土地再評価に係る繰延税金資産     ― 



 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額      1,532円20銭

１株当たり当期純利益    88円45銭

１株当たり純資産額     1,641円97銭

１株当たり当期純利益      55円31銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 
同左 

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円）  1,137,918     554,970 

普通株主に帰属しない金額（千円）  －     － 

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,137,918     554,970 

期中平均株式数（株）  12,865,053     10,033,031 

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 



 (1)役員の異動 

    開示内容が定まった時点で開示いたします。  

６．その他
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