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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 37,447 △4.0 323 △69.3 176 △83.8 35 △94.2

20年3月期 39,026 2.5 1,055 14.4 1,095 97.6 614 33.2

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
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 1.19 ― 0.5 0.6 0.9
20年3月期 20.13 ― 7.4 3.4 2.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △141百万円 20年3月期  224百万円

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 31,279 7,637 24.3 254.58
20年3月期 31,669 8,197 25.8 269.63

（参考） 自己資本   21年3月期  7,598百万円 20年3月期  8,185百万円

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 △289 △607 1,294 2,183
20年3月期 1,008 △1,526 598 1,792

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 ― ― ― 5.00 5.00 160 24.8 1.8
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

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

17,550 △1.4 △50 △71.9 △120 △36.7 △200 △38.1 △6.64

通期 36,900 △1.5 400 23.6 250 41.3 100 180.1 3.32
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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）  有  

（注） 詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、20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、24ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  2,652,157株 20年3月期  2,141,841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 33,806 △3.1 772 △34.0 824 △18.4 80 △84.5

20年3月期 34,891 0.2 1,169 63.1 1,009 76.8 515 ―

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 2.51 ―

20年3月期 15.98 ―

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 28,692 7,576 26.4 239.77
20年3月期 28,847 8,018 27.8 249.60

（参考） 自己資本 21年3月期  7,576百万円 20年3月期  8,018百万円

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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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およ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過程および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いては、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

15,700 △2.6 0 △100.0 △20 △119.6 △50 △327.8 △1.57

通期 33,050 △2.2 250 △67.6 200 △75.7 100 24.9 3.14
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①事業の経過およびその成果 

当連結会計年度におけるわが国経済は、期初から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が、9月中旬以降は世界的な金融危機や急激な円高の進行の影響などによ

り深刻な景気後退局面にいたっております。個人消費につきましても、上期はガソリンや食料品など

の生活関連商品の値上がり、下期は景気後退に伴う雇用・所得環境の悪化などの影響を受け、低調に

推移いたしました。 

当靴業界におきましては、個人消費が低迷するなか、百貨店、専門店などの各業態における売上の

減少は予想以上であり、また、セールの前倒しや消費者の低価格品志向へのシフトなどにより顧客単

価が下落するなど、総じて低調に推移いたしました。 

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。 

しかしながら、景気後退による卸売上および既存小売店の売上不振が、予想以上であったため、当

連結会計年度の連結売上高は、37,447百万円（前年同期比4.0％減）となりました。 

利益面では、円高による輸入品調達コストの減少、販売管理費の見直しによるコスト削減策の実施

などにより、一定の効果は見られたものの、売上減少により、直営店の新規出店による人件費や賃借

料などの経費増加分を回収するまでには至りませんでした。 

また、平成21年３月31日に本社土地売買契約を締結したことに伴い、固定資産売却益61百万円を特

別利益として、移転関連損失引当金繰入額（将来本社移転時に発生が見込まれる土壌改良費や固定資

産除却損等の費用）740百万円を特別損失として、再評価に係る繰延税金負債の取崩しによる法人税

等調整額△675百万円をそれぞれ計上いたしました。 

この結果、営業利益323百万円（前年同期比69.3％減）、経常利益176百万円（前年同期比83.8％

減）、当期純利益35百万円（前年同期比94.2％減）となりました。 

  

事業別の概況は次のとおりであります。 

①靴小売部門 

靴小売部門につきましては、新規に上海リーガル3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4店舗、および営業譲渡を受けたリーガルシューズ店5店舗を含め計23店舗を出店し、不

採算店7店舗を閉店するなど、積極的かつ効率的な営業活動を行ってまいりました結果、直営小売店

の店舗数は125店舗 (前年同期109店舗) となりました。 

これらの新規出店による売上の純増により、靴小売部門は増収となっております。 

しかし、個人消費低迷の影響を受けるなか、新規店、既存店ともに各種販促キャンペーンを実施い

たしましたが、苦戦を強いられました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、16,011百万円（前年同期比5.4％増）となりました。 

  

②靴卸売部門 

靴卸売部門につきましては、紳士靴は、主力のビジネスシューズが低迷するなか、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、新たな購買意欲を引き出すまでにはいたら

ず、全般として苦戦いたしました。 

婦人靴は、ファッション傾向としてエレガンスタイプが低迷し、カジュアル化が進行するなか、一

部のブランドは好調に推移しましたが、全般として苦戦いたしました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、20,496百万円（前年同期比10.2％減）となりました。 

  

③その他事業 

靴材料の販売など、その他事業の当連結会計年度の売上高は、939百万円 (前年同期比7.9％減) と

なりました。 

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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次期の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続くもの

と予想されます。 

このような状況の下、当社グループは、次期も引き続き、売上の低迷が見込まれるなか、組織の効率

化および合理化、店頭売上を重視した営業活動、新コンセプトの商品および店舗の開発、調達コストの

削減など業務効率の改善やコスト削減のための諸施策を実施して、利益改善を図ってまいります。 

以上を踏まえ、次期の見通しにつきましては、連結売上高36,900百万円（前期比1.5％減）、連結営

業利益400百万円（前期比23.6％増）、連結経常利益250百万円（前期比41.3％増）、連結当期純利益

100百万円（前期比180.1％増）を見込んでおります。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、0.6％減少し、16,513百万円となりました。減少した要

因は、受取手形及び売掛金が 591百万円、繰延税金資産が 333百万円減少したことなどが主な要因で

あります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、1.9％減少し、14,766百万円となりました。減少した要

因は、現本社用地を売却したことなどにより、差入保証金を差入れた為、敷金及び保証金が 1,723百

万円増加したものの、一方では有形固定資産が 1,602百万円減少したことや、株価の下落などにより

投資有価証券が 743百万円減少したことなどが主な要因であります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、1.2％減少し、31,279百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、0.9％増加し、15,860百万円となりました。増加した要

因は、支払手形及び買掛金が 861百万円減少したことなどがあったものの、短期借入金が 1,375百万

円増加したことなどが主な要因であります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、0.3％増加し、7,781百万円となりました。増加した要因

は、退職給付引当金が 166百万円、現本社用地を売却したことにより、再評価に係る繰延税金負債が 

675百万円減少したものの、長期借入金が 157百万円増加したことや、移転関連損失引当金を 740百

万円計上したことなどが主な要因であります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、0.7％増加し、23,642百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、6.8％減少し、7,637百万円となりました。減少した要

因は、現本社用地を売却した為、土地再評価差額金を取崩したことによる利益剰余金の増加があり、

株主資本が 784百万円増加したものの、一方で土地再評価差額金が 1,013百万円減少したことや、株

価の下落などにより、その他有価証券評価差額金が 330百万円減少したことなどが主な要因でありま

す。 

(2) 次期の見通し

(3) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産 

(ロ) 負債

(ハ) 純資産
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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、前連結会計年度末に比べ 

391百万円増加し、当連結会計年度末には、2,183百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果使用した資金は 289百万円 (前連結会計年度は 1,008百万円の資金の増加) となり

ました。収入の主な内訳は、移転関連損失引当金の増加額 740百万円、売上債権の減少額 946百万円

であり、支出の主な内訳は、ファクタリングの早期弁済 738百万円が生じたことによる仕入債務の減

少 927百万円及びその他債務の減少 238百万円、税金等調整前当期純損失 701百万円、割引手形の減

少額 356百万円であります。 

  

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動の結果使用した資金は 607百万円 (前連結会計年度比 60.2％減) となりました。その主

な内訳は、現本社用地を売却したことなどによる、有形固定資産の売却による収入 1,750百万円、差

入保証金の差入による支出 1,575百万円、また、小売店舗出店等の有形固定資産の取得による支出 

571百万円、株式会社親和から一部店舗の営業譲渡を受けたことにより発生した、のれんの取得によ

る支出 130百万円などによるものであります。 

  

財務活動の結果得られた資金は 1,294百万円 (前連結会計年度比 116.3％増) となりました。その

主な内訳は、短期借入金の純増加額 1,650百万円、自己株式の取得による支出 110百万円、配当金の

支払額 160百万円などによるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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により算出しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出しております。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。 

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。 

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

  

当社は、当業界の収益が市況動向による影響を受けやすいことから、将来にわたり安定的な経営基盤

の確保と競争力の強化のため、内部留保の充実に留意いたしますとともに、配当政策につきましては、

安定配当の維持を基本方針といたしております。 

なお、当事業年度の剰余金の配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開を勘案し、配当

は見送らせていただきます。 

次期の配当につきましては、内部留保の充実を図るべく、無配とさせていただく予定であります。 

②キャッシュ・フローの状況

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(%) 21.9 25.5 26.2 25.8 24.3

時価ベースの自己資本比率
(%)

20.1 26.9 20.6 19.1 13.9

債務償還年数(年) 13.6 14.5 7.5 8.6 ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

2.9 2.8 6.4 6.2 ─

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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（１）事業の内容 

当社の企業集団は、当社、子会社18社及び関連会社５社で構成され、その主要な事業は靴の製造及び販

売であります。 

当社グループの事業に係わる位置づけは次の通りであります。 
  

 
  

２. 企業集団の状況

区分 主要製品 主要な会社

販売事業

卸売
紳士靴 
婦人靴

当社、㈱フィット東日本、㈱タップス、㈱フィット近畿日本

小売
紳士靴 
婦人靴

当社、㈱ニッカ、東北リーガルシューズ㈱、㈱オンディーヌ、
上海麗格鞋業有限公司

製造加工
紳士靴 
婦人靴 
材料

当社、岩手製靴㈱、岩手シューズ㈱、米沢製靴㈱、チヨダシュ
ーズ㈱、蘇州麗格皮革製品有限公司、加茂製靴㈱、東立製靴
㈱、㈱ボーグ、その他会社２社(国内)

生産事業 修理
紳士靴 
婦人靴

㈱ニッカエンタープライズ

材料 材料 ㈱ニッピ、山田護謨㈱

調査・研究 

開発事業
調査研究開発他 ㈱日本靴科学研究所

その他の事業 調達
紳士靴 
婦人靴

香港麗格鞋業有限公司、大鳳商事㈱
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（２）関係会社の状況 

  

 
(注) １ 上記の子会社は特定子会社には該当いたしません。 

２ 債務超過会社であり、平成21年３月31日現在における債務超過の額は、1,354百万円であります。 

３ 有価証券報告書の提出会社であります。 

４ 「議決権の所有（被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。 

５ 上海麗格鞋業有限公司、香港麗格鞋業有限公司及び蘇州麗格皮革製品有限公司の所有割合は、提出会社の

出資比率であります。 

  

名称 住所
資本金

又は出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(連結子会社)

㈱フィット東日本 東京都足立区 40 靴関連 100.0 ―
当社商品を卸売、土地建物他
を賃貸、役員の兼任２名等

㈱タップス 〃 20 〃 100.0 ―
当社商品を卸売、土地建物他
を賃貸、役員の兼任１名等

㈱フィット近畿日本 〃 20 〃 100.0 ―
当社商品を卸売、土地建物他
を賃貸、役員の兼任１名等

岩手製靴㈱ 〃 10 〃 100.0 ―
当社製品の製造、土地建物他
を賃貸、役員の兼任２名等

岩手シューズ㈱ 〃 10 〃 100.0 ―
当社製品の製造、資金援助、
土地建物他を賃貸、役員の兼
任２名等

米沢製靴㈱ 〃 10 〃 100.0 ―
当社製品の製造、土地建物他
を賃貸、役員の兼任２名等

チヨダシューズ㈱ 〃 10 〃 100.0 ―
当社製品の製造、資金援助、
機械装置他を賃貸、役員の兼
任３名等

㈱ニッカ
(注)２

〃 40 〃 100.0 ―
当社商品の小売、資金援助、
土地建物他を賃貸、役員の兼
任１名等

東北リーガルシューズ㈱ 〃 10 〃 100.0 ―
当社商品の小売、資金援助、
土地建物他を賃貸、役員の兼
任２名等

㈱オンディーヌ 〃 10 〃 100.0 ―
当社商品の小売、資金援助、
土地建物他を賃貸、役員の兼
任３名等

㈱ニッカ 
エンタープライズ

〃 10 〃 100.0 ―
当社商品の修理、機械装置他
を賃貸、資金援助、役員の兼
任１名等

上海麗格鞋業有限公司
(注)５

中国上海市 320 〃 90.7 ―
当社商品の小売、役員の兼任
１名等

香港麗格鞋業有限公司
(注)５

香港九龍 15 〃 100.0 ―
当社商品の調達、役員の兼任
２名等

蘇州麗格皮革製品有限公司
(注)５

中国江蘇省太
倉市

100 〃 70.0 ―
当社商品の製造、役員の兼任
２名等

その他４社

(持分法適用関連会社)

㈱ニッピ
(注)３、４

東京都足立区 3,500 皮革 23.5
24.3
(1.2)

当社に靴材料・商品を販売、
役員の兼任４名等

東立製靴㈱ 千葉県柏市 10 靴関連 33.0 ―
当社商品の製造、材料販売
役員の兼任１名等

㈱ボーグ 千葉県松戸市 35 〃 39.0 ―
当社商品の製造、 
役員の兼任１名等

その他２社
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当社グループは、お客様第一主義の経営姿勢に徹し、履きやすく魅力ある靴を提案することにより、

「足元から美と健康を創造する企業」を目指しております。 

今後も、さらにお客様のご支持をいただけるような商品開発、店づくり、販売体制などあらゆる分野

で総力を結集し、新たな成長の基盤を創造することによって、お客様のご信頼にお答えしてまいる所存

であります。 

  

当社グループは全体に対する経営指標として、「売上高対営業利益率」、「売上高対経常利益率」の

向上を目標として取り組んでおりますが、各部門におきましては個別の問題解決を判断しやすくするた

め、納期率、在庫回転率など経営指標を設定しております。 

  

当社グループは「靴を通して、お客様に、足元から美と健康を提供する」ことを事業ミッションとし

て 

・お客様第一に、マーケット志向で行動する顧客創造企業を目指す。 

・品質重視に徹した靴つくりとサービスで、お客様に安全と安心と満足を提供する。 

・コンプライアンスの徹底、事業を通じての人材の育成に努め、社会の皆様より高い信頼を得る企業を

目指す。 

を企業理念として活動しております。 

  

中期的には経営戦略として次の項目に取り組んでまいります。 

①直営小売店の出店を加速して小売事業へのシフトを推進する。 

②商品開発、調達、情報システム等の機能強化により、小売事業をサポートする。 

③卸売事業は販売効率の向上により利益を追求する。 

④「リーガル」ブランドの価値向上を目指し、販路整備の実現とさらなる品質向上、高付加価値化を進

める。 

⑤調達の基本品質である納期短縮、納期厳守率の強化とグローバル化を推進する。 

⑥人材の育成、ガバナンス体制の構築、財務体質の強化を行い経営基盤を固める。 

  

当社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような状況下におきまして、当社グループは、以下の課題に取り組んでまいります。 

①組織の効率化および合理化 

ブランド特性に応じた販売チャネル別の営業体制の下で、開発から販売まで一体化した活動をしてま

いります。 

小売部門におきましては、小売事業本部、小売子会社、卸売子会社間の重複業務の一本化を行い、本

部経費、販管費の更なる低減と業務の効率化を図ります。平成21年４月より、新規の出店経費や既存店

の店舗運営コスト削減のために、直営店の出退店のコントロールや家主との交渉業務を、小売事業本部

内に集約いたしました。 

②店頭売上を重視した営業活動 

得意先に対してパートナーの立場をとり、得意先の抱える問題に対する方策を共に考える、提案型の

営業活動を続けてまいります。 

③新コンセプトの商品及び店舗の開発 

カジュアル化の流れに対応した、新たなコンセプト商品、具体的には、トラベルやウォーキングとい

った切り口からの商品など、顧客層や商品カテゴリーを絞った商品、店舗を開発してまいります。 

④品質の向上 

技術の品質を高めることを目的として、国内生産子会社および海外メーカーへ技術者を派遣するとと

もに、材料から製品まで検査体制を構築しております。今後ともお客様のご要望に応えるため専用の相

談窓口の充実を含め、様々な品質向上に取り組んでまいります。 

３. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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⑤人材の育成 

生産部門では、国内工場のみならず海外の協力工場のおきましても、技術指導を行い、後継者の育成

や技術の伝承と品質の向上に努めてまいります。 

小売部門におきましては、平成21年４月１日REGAL COLLEGEを開校し、販売員教育プログラムの系統

化を行い、当社製品をご愛用されているお客様に更なる満足や感動を感じていただくために、小売業に

適応できる優秀な店舗スタッフの育成と人材有効活用に取り組んでまいります。 

⑥本社の移転 

当社および主なグループ企業の本社移転予定先として平成19年10月に、千葉県浦安市に土地を取得

し、平成21年３月に現本社用地（東京都足立区）を売却いたしました。 

今後、本社移転予定先において事務所ビルの建設を進めてまいります。 
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４. 連結財務諸表

 (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円) 

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 1,832 2,183 

受取手形及び売掛金 6,445 5,853 

たな卸資産 7,742 － 

商品及び製品 － 7,012 

仕掛品 － 270 

原材料及び貯蔵品 － 474 

繰延税金資産 438 104 

その他 669 969 

貸倒引当金 △510 △354 

流動資産合計 16,616 16,513 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,730 3,902 

減価償却累計額 △2,236 △2,387 

建物及び構築物（純額） 1,493 1,514 

機械装置及び運搬具 1,056 1,080 

減価償却累計額 △1,001 △1,015 

機械装置及び運搬具（純額） 55 65 

土地 3,958 2,269 

建設仮勘定 0 84 

その他 1,244 1,321 

減価償却累計額 △842 △949 

その他（純額） 401 372 

有形固定資産合計 5,909 4,306 

無形固定資産 

のれん 158 119 

電話加入権 27 27 

無形固定資産合計 185 146 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,809 4,065 

長期貸付金 46 45 

破産更生債権等 221 204 

敷金及び保証金 1,818 3,541 

繰延税金資産 1,452 2,073 

その他 780 529 

貸倒引当金 △170 △146 

投資その他の資産合計 8,958 10,313 

固定資産合計 15,053 14,766 

資産合計 31,669 31,279 
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(単位：百万円) 

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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,604 5,743 

短期借入金 6,081 7,456 

未払法人税等 113 75 

賞与引当金 448 368 

役員賞与引当金 15 － 

ポイント引当金 300 370 

その他 2,150 1,846 

流動負債合計 15,714 15,860 

固定負債 

長期借入金 2,367 2,524 

移転関連損失引当金 － 740 

退職給付引当金 4,097 3,930 

役員退職慰労引当金 163 180 

繰延税金負債 － 3 

再評価に係る繰延税金負債 985 309 

その他 144 93 

固定負債合計 7,756 7,781 

負債合計 23,471 23,642 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,355 5,355 

資本剰余金 702 702 

利益剰余金 863 1,750 

自己株式 △335 △438 

株主資本合計 6,585 7,370 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 190 △140 

繰延ヘッジ損益 △15 △11 

土地再評価差額金 1,429 416 

為替換算調整勘定 △5 △36 

評価・換算差額等合計 1,599 228 

少数株主持分 12 38 

純資産合計 8,197 7,637 

負債純資産合計 31,669 31,279 
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 (2) 連結損益計算書

(単位：百万円) 

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 39,026 37,447 

売上原価 23,523 21,891 

売上総利益 15,503 15,555 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 1,017 985 

広告宣伝費 1,227 1,231 

ロイヤリティ 396 390 

給料及び手当 5,016 5,333 

賞与引当金繰入額 377 303 

退職給付引当金繰入額 214 230 

法定福利費 765 778 

賃借料 2,058 2,358 

租税公課 89 111 

旅費及び交通費 478 463 

減価償却費 310 375 

事務費 1,236 1,372 

保管費 262 249 

その他 995 1,047 

販売費及び一般管理費合計 14,448 15,232 

営業利益 1,055 323 

営業外収益 

受取利息 4 7 

受取配当金 23 24 

持分法による投資利益 224 － 

物品売却益 － 76 

デリバティブ評価益 － 44 

為替差益 － 121 

雑収入 163 58 

営業外収益合計 415 334 

営業外費用 

支払利息 159 167 

手形売却損 8 6 

売上割引 61 54 

持分法による投資損失 － 141 

雑支出 147 110 

営業外費用合計 375 481 

経常利益 1,095 176 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 62 160 

投資有価証券売却益 0 0 

固定資産売却益 0 61 

特別利益合計 62 221 
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(単位：百万円) 

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) 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 － 1 

固定資産除却損 72 96 

固定資産売却損 － 0 

投資有価証券評価損 0 123 

のれん償却額 5 － 

ポイント引当金繰入額 300 － 

会員権評価損 － 4 

移転関連損失引当金繰入額 － 740 

減損損失 － 134 

特別損失合計 378 1,100 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

779 △701 

法人税、住民税及び事業税 119 66 

法人税等調整額 72 △794 

法人税等合計 191 △727 

少数株主損失（△） △26 △9 

当期純利益 614 35 

株式会社リーガルコーポレーション　(7938)　平成21年3月期決算短信

－13－



  

 (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円) 

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 5,355 5,355 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,355 5,355 

資本剰余金 

前期末残高 2,766 702 

当期変動額 

資本準備金の取崩 △2,038 － 

自己株式の処分 △25 △0 

当期変動額合計 △2,063 △0 

当期末残高 702 702 

利益剰余金 

前期末残高 △1,788 863 

当期変動額 

資本準備金の取崩 2,038 － 

剰余金の配当 － △160 

土地再評価差額金の取崩 － 1,013 

当期純利益 614 35 

自己株式の処分 － △1 

当期変動額合計 2,652 886 

当期末残高 863 1,750 

自己株式 

前期末残高 △296 △335 

当期変動額 

自己株式の取得 △82 △113 

自己株式の処分 43 11 

当期変動額合計 △38 △102 

当期末残高 △335 △438 

株主資本合計 

前期末残高 6,036 6,585 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － － 

剰余金の配当 － △160 

土地再評価差額金の取崩 － 1,013 

当期純利益 614 35 

自己株式の取得 △82 △113 

自己株式の処分 17 9 

当期変動額合計 549 784 

当期末残高 6,585 7,370 
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(単位：百万円) 

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 887 190 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△696 △330 

当期変動額合計 △696 △330 

当期末残高 190 △140 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 12 △15 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△27 4 

当期変動額合計 △27 4 

当期末残高 △15 △11 

土地再評価差額金 

前期末残高 1,429 1,429 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ △1,013 

当期変動額合計 － △1,013 

当期末残高 1,429 416 

為替換算調整勘定 

前期末残高 8 △5 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△13 △31 

当期変動額合計 △13 △31 

当期末残高 △5 △36 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,338 1,599 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△738 △1,371 

当期変動額合計 △738 △1,371 

当期末残高 1,599 228 

少数株主持分 

前期末残高 55 12 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 26 

当期変動額合計 △43 26 

当期末残高 12 38 

純資産合計 

前期末残高 8,429 8,197 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － － 

剰余金の配当 － △160 

土地再評価差額金の取崩 － 1,013 

当期純利益 614 35 

自己株式の取得 △82 △113 

自己株式の処分 17 9 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △781 △1,344 

当期変動額合計 △232 △560 

当期末残高 8,197 7,637 
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 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円) 

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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

779 △701 

減価償却費 319 382 

減損損失 － 134 

のれん償却額 46 35 

長期前払費用償却額 29 32 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △192 △180 

賞与引当金の増減額（△は減少） 65 △96 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 300 70 

移転関連損失引当金の増減額（△は減少） － 740 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △316 △149 

受取利息及び受取配当金 △27 △32 

支払利息 159 167 

有形固定資産除却損 72 96 

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △61 

投資有価証券評価損益（△は益） 0 123 

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0 

会員権評価損 － 4 

持分法による投資損益（△は益） △224 141 

売上債権の増減額（△は増加） 528 946 

たな卸資産の増減額（△は増加） 362 △37 

仕入債務の増減額（△は減少） △974 △927 

未払消費税等の増減額（△は減少） 43 △125 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 142 24 

その他の資産の増減額（△は増加） △43 △45 

その他の負債の増減額（△は減少） 8 △238 

割引手形の増減額（△は減少） 120 △356 

小計 1,198 △54 

利息及び配当金の受取額 49 55 

利息の支払額 △161 △172 

法人税等の支払額 △78 △117 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,008 △289 

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 150 40 

有形固定資産の取得による支出 △1,605 △571 

有形固定資産の売却による収入 0 1,750 

のれんの取得による支出 － △130 

投資有価証券の取得による支出 △16 △19 

投資有価証券の売却による収入 0 0 

貸付金の回収による収入 4 2 

差入保証金の差入による支出 － △1,575 

その他 △60 △102 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,526 △607 
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(単位：百万円) 

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) 

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） 149 1,650 

長期借入れによる収入 1,700 700 

長期借入金の返済による支出 △1,157 △818 

自己株式の取得による支出 △67 △110 

自己株式の売却による収入 － 3 

配当金の支払額 － △160 

少数株主持分の取得による支出 △27 － 

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 598 1,294 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 73 391 

現金及び現金同等物の期首残高 1,719 1,792 

現金及び現金同等物の期末残高 1,792 2,183 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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

 (1) 連結子会社の数    22社

 主要な連結子会社名は、「２ 企業集団の概況」

に記載しているとおりです。

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数    18社

 主要な連結子会社名は、「２ 企業集団の概況」

に記載しているとおりです。

①連結子会社の㈱フィット東日本と㈱フィット関東

日本並びに㈱フィット近畿日本と㈱ジーベック

は、平成18年10月１日をもって、それぞれ、㈱フ

ィット東日本、㈱フィット近畿日本を存続会社と

する合併をいたしましたので、当連結会計年度よ

り、㈱フィット関東日本及び㈱ジーベックは連結

子会社から除外しております。

①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連結子会社の㈱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３月31日に解

散し、平成19年９月30日をもって清算を結了いた

しました。なお、これらの５社は連結損益計算書

に連結子会社として含まれております。

②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、当連結会計年度より連結子会社

から除外しております。

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち上海麗格鞋業有限公司の決算日

は12月31日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内

であるため、当該連結子会社の事業年度に係る計算

書類を基礎として連結を行っております。ただし、

連結決算日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。なお、他の連

結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

す。

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち上海麗格鞋業有限公司および蘇

州麗格皮革製品有限公司の決算日は12月31日であ

り、連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、当

該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎とし

て連結を行っております。ただし、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。なお、他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致しております。
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なお、上記「連結の範囲に関する事項」、「連結子会社の事業年度等に関する事項」、「会計処理基

準に関する事項」以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における記載から重要な変

更がないため開示を省略します。 

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)

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)

３ 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

たな卸資産

主として総平均法に基づく低価法です。

３ 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

たな卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産について

は、評価基準は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）によっ

ております。

（会計方針の変更）

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日公表分） が適用しております。

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額法によっ

ております。また、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については３年均等償却

によっております。 

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正 ((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６号) 及び (法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号)) に伴い、当連結会計年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方法に変更して

おります。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、

営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益、

当期純利益が 10百万円それぞれ減少しておりま

す。

(追加情報)

当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に

取得したものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、

売上総利益が２百万円、営業利益、経常利益、税

金等調整前当期純利益、当期純利益が 18百万円そ

れぞれ減少しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は、定率法によって

おります。ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除く）については定

額法によっております。

在外連結子会社は、見積耐用年数による定額

法によっております。

②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、残存価額をゼロ

とする定額法によっております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

───

(3) 重要な引当金の計上基準

移転関連損失引当金

本社移転に伴い、将来発生が見込まれる土壌改

良費や固定資産除却損等の損失額について合理的

な見積額を計上しております。
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(7)【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)

─── １ リース取引に関する会計基準等

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き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。

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

２ 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

当連結会計年度より、「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、連結上必要な修正を行っております。

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありま

せん。
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【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)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「差入敷金保証金」

については、資産総額の100分の５超となったため、当

連結会計年度より区分掲記しております。

(連結貸借対照表)

財務諸表等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

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」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

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ7,030百万円、245百万円、466百万円であります。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、営業外収益の「雑収入」に

含めて表示しておりました「物品売却益」及び「為替差

益」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当連結

会計年度より区分掲記しております。
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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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が

いずれも90％を超えているため、所在地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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が

いずれも90％を超えているため、所在地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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため海外売上高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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「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。 

  

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。 

  

（生産、商品仕入、受注及び販売の状況）

事業部門

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）
比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）
前年同期比

（％）

靴関連事業 9,663 9,445 △ 218 △ 2.3  

事業部門

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）
比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）
前年同期比

（％）

靴関連事業 17,113 16,213 △ 900  △ 5.3

事業部門

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）
比較増減

受注高 
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高 
（百万円）

受注残高
（百万円）

靴関連事業 439 ─ 646 69 207 69 

事業部門

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）
比較増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 前年同期比（%）

 靴小売部門 15,191 16,011 820 ＋ 5.4 

 靴卸売部門 22,815 20,496 △ 2,319 △ 10.2 

 その他 1,019 939 △ 80 △ 7.9 

 合計 39,026 37,447 △ 1,579 △ 4.0 
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（開示の省略） 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関す

る注記事項等、リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、

ストック・オプション等、企業結合等、重要な後発事象に関する注記事項については、決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 269.63円 254.58円

１株当たり当期純利益 20.13円 1.19円

 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

存在しないため、記載しておりませ

ん。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の

合計額

8,197百万円

普通株式に係る純資産額

8,185百万円

差額の主な内訳

少数株主持分  12百万円

普通株式の発行済株式数

32,500,000株

普通株式の自己株式数

2,141,841株

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数

30,358,159株

２ １株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益

614百万円

普通株式に係る当期純利益

614百万円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

30,510,655株

 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

存在しないため、記載しておりませ

ん。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の

合計額

7,637百万円

普通株式に係る純資産額

7,598百万円

差額の主な内訳

少数株主持分  38百万円

普通株式の発行済株式数

32,500,000株

普通株式の自己株式数

2,652,157株

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数

29,847,843株

２ １株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益

35百万円

普通株式に係る当期純利益

35百万円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

30,103,001株
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５. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表
(単位：百万円) 

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 1,297 1,711 

受取手形 365 397 

売掛金 7,433 7,162 

商品 3,902 － 

製品 1,948 － 

商品及び製品 － 5,911 

原材料 158 － 

仕掛品 30 18 

貯蔵品 56 － 

原材料及び貯蔵品 － 204 

前渡金 260 329 

前払費用 123 130 

繰延税金資産 395 117 

関係会社短期貸付金 880 972 

その他 190 385 

貸倒引当金 △793 △760 

流動資産合計 16,249 16,580 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,422 2,484 

減価償却累計額 △1,626 △1,701 

建物（純額） 796 783 

構築物 158 160 

減価償却累計額 △130 △134 

構築物（純額） 27 25 

機械及び装置 833 814 

減価償却累計額 △787 △777 

機械及び装置（純額） 45 36 

車両運搬具 12 12 

減価償却累計額 △12 △12 

車両運搬具（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 496 537 

減価償却累計額 △351 △418 

工具、器具及び備品（純額） 145 119 

土地 3,917 2,228 

建設仮勘定 0 84 

有形固定資産合計 4,933 3,278 

無形固定資産 

電話加入権 21 21 

のれん － 117 

無形固定資産合計 21 138 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,285 783 

関係会社株式 1,633 1,633 

出資金 19 19 

関係会社出資金 223 353 

長期貸付金 14 14 

従業員に対する長期貸付金 26 25 

関係会社長期貸付金 4,412 4,613 

破産更生債権等 39 19 

長期前払費用 3 2 

保険積立金 476 445 
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(単位：百万円) 

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 439 2,103 

繰延税金資産 1,229 1,697 

その他 242 47 

投資損失引当金 △804 △887 

貸倒引当金 △1,597 △2,176 

投資その他の資産合計 7,643 8,694 

固定資産合計 12,598 12,112 

資産合計 28,847 28,692 

負債の部 

流動負債 

支払手形 1,222 1,211 

買掛金 5,242 4,329 

短期借入金 5,263 6,913 

関係会社短期借入金 36 33 

1年内返済予定の長期借入金 818 543 

未払金 41 106 

未払法人税等 30 58 

未払消費税等 66 － 

未払費用 1,042 787 

預り金 81 74 

従業員預り金 319 306 

賞与引当金 157 135 

役員賞与引当金 15 － 

ポイント引当金 4 31 

その他 22 － 

流動負債合計 14,365 14,530 

固定負債 

長期借入金 2,367 2,524 

移転関連損失引当金 － 740 

退職給付引当金 2,804 2,737 

役員退職慰労引当金 163 180 

再評価に係る繰延税金負債 985 309 

その他 143 93 

固定負債合計 6,463 6,585 

負債合計 20,829 21,115 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,355 5,355 

資本剰余金 

資本準備金 662 662 

資本剰余金合計 662 662 

利益剰余金 

利益準備金 － 16 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 515 1,431 

利益剰余金合計 515 1,447 

自己株式 △76 △182 

株主資本合計 6,457 7,282 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 131 △122 

土地再評価差額金 1,429 416 

評価・換算差額等合計 1,561 294 

純資産合計 8,018 7,576 

負債純資産合計 28,847 28,692 
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(2) 損益計算書
(単位：百万円) 

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 

製品売上高 9,902 9,778 

商品売上高 24,162 23,219 

その他の売上高 825 808 

売上高合計 34,891 33,806 

売上原価 

製品期首たな卸高 1,831 1,948 

当期製品製造原価 6,173 6,161 

合計 8,004 8,110 

製品期末たな卸高 1,948 1,779 

製品売上原価 6,056 6,330 

商品期首たな卸高 4,429 3,902 

当期商品仕入高 16,204 15,497 

合計 20,634 19,399 

商品期末たな卸高 3,902 4,132 

商品売上原価 16,731 15,267 

その他の原価 405 405 

売上原価合計 23,193 22,004 

売上総利益 11,697 11,802 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 243 266 

販売手数料 5,553 5,691 

広告宣伝費 704 669 

ロイヤリティ 395 392 

役員報酬 121 116 

給料 1,395 1,565 

賞与及び手当 132 123 

賞与引当金繰入額 147 128 

役員賞与引当金繰入額 15 － 

退職給付引当金繰入額 91 133 

役員退職慰労引当金繰入額 21 16 

法定福利費 253 267 

福利厚生費 9 9 

賃借料 407 481 

保険料 13 15 

修繕費 46 52 

租税公課 69 90 

旅費及び交通費 230 214 

交際費 19 24 

減価償却費 119 154 

事務費 56 65 

業務委託費 181 200 

通信費 30 46 

保管費 118 113 

教育研修費 50 67 

研究開発費 42 38 

雑費 159 187 

他勘定振替 △105 △105 

販売費及び一般管理費合計 10,527 11,030 
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(単位：百万円) 

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) 

営業利益 1,169 772 

営業外収益 

受取利息 15 19 

受取配当金 43 45 

物品売却益 － 76 

デリバティブ評価益 － 44 

為替差益 － 121 

雑収入 146 39 

営業外収益合計 205 348 

営業外費用 

支払利息 160 168 

手形売却損 8 6 

売上割引 55 49 

雑支出 140 72 

営業外費用合計 365 296 

経常利益 1,009 824 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 11 44 

投資有価証券売却益 0 0 

固定資産売却益 0 70 

退職給付引当金受入額 － 23 

その他 3 － 

特別利益合計 15 138 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 145 610 

投資損失引当金繰入額 198 82 

固定資産除却損 － 26 

投資有価証券評価損 0 84 

会員権評価損 － 4 

移転関連損失引当金繰入額 － 740 

ポイント引当金繰入額 4 － 

子会社清算損 3 － 

特別損失合計 351 1,547 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 673 △585 

法人税、住民税及び事業税 24 31 

法人税等調整額 132 △697 

法人税等合計 157 △665 

当期純利益 515 80 
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(3) 株主資本等変動計算書
(単位：百万円) 

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 5,355 5,355 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,355 5,355 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 2,701 662 

当期変動額 

資本準備金の取崩 △2,038 － 

当期変動額合計 △2,038 － 

当期末残高 662 662 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,701 662 

当期変動額 

資本準備金の取崩 △2,038 － 

当期変動額合計 △2,038 － 

当期末残高 662 662 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

剰余金の配当 － 16 

当期変動額合計 － 16 

当期末残高 － 16 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △2,038 515 

当期変動額 

資本準備金の取崩 2,038 － 

剰余金の配当 － △176 

土地再評価差額金の取崩 － 1,013 

当期純利益 515 80 

自己株式の取得 － △1 

当期変動額合計 2,554 915 

当期末残高 515 1,431 

利益剰余金合計 

前期末残高 △2,038 515 

当期変動額 

資本準備金の取崩 2,038 － 

剰余金の配当 － △160 

土地再評価差額金の取崩 － 1,013 

当期純利益 515 80 

自己株式の取得 － △1 

当期変動額合計 2,554 931 

当期末残高 515 1,447 
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(単位：百万円) 

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) 

自己株式 

前期末残高 △9 △76 

当期変動額 

自己株式の取得 △67 △105 

当期変動額合計 △67 △105 

当期末残高 △76 △182 

株主資本合計 

前期末残高 6,008 6,457 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － － 

剰余金の配当 － △160 

土地再評価差額金の取崩 － 1,013 

当期純利益 515 80 

自己株式の取得 △67 △107 

当期変動額合計 448 825 

当期末残高 6,457 7,282 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 613 131 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△481 △253 

当期変動額合計 △481 △253 

当期末残高 131 △122 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 25 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△25 － 

当期変動額合計 △25 － 

当期末残高 － － 

土地再評価差額金 

前期末残高 1,429 1,429 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ △1,013 

当期変動額合計 － △1,013 

当期末残高 1,429 416 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,068 1,561 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△506 △1,267 

当期変動額合計 △506 △1,267 

当期末残高 1,561 294 
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(単位：百万円) 

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) 

純資産合計 

前期末残高 8,076 8,018 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － － 

剰余金の配当 － △160 

土地再評価差額金の取崩 － 1,013 

当期純利益 515 80 

自己株式の取得 △67 △107 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △506 △1,267 

当期変動額合計 △58 △441 

当期末残高 8,018 7,576 
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該当事項はありません。 

  

  

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成21年６月24日付予定） 

 新任取締役候補 

 取締役 亀田 元之 （現 株式会社ニッピ、財務部長付き担当部長） 

 （注）新任取締役候補 亀田元之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

以上 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

６. その他

 役員の異動
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