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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 4,262 △11.5 220 △41.8 210 △67.2 129 △65.2
21年3月期第1四半期 4,814 ― 378 ― 640 ― 373 ―

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

22年3月期第1四半期 15.96 ―
21年3月期第1四半期 42.84 ―

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

22年3月期第1四半期 16,128 14,109 87.5 1,732.32
21年3月期 16,623 14,118 84.9 1,733.47

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,109百万円 21年3月期  14,118百万円

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

21年3月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 17.50 ― 17.50 35.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

9,380 △4.5 410 △38.3 410 △52.1 240 △50.1 29.47

通期 19,800 0.3 1,250 △9.9 1,300 △22.5 780 4.6 95.77
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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）  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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4.その他（2）」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） 

(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. 平成21年5月15日に公表しました連結業績予想は、第2四半期累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
2. 本資料に記載されている業績予想等将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づいて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等については、3ページ「1.連結経営成績に関する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,842,636株 21年3月期  8,842,636株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  697,912株 21年3月期  697,912株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,144,724株 21年3月期第1四半期 8,728,000株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退局面の中で依然として厳しい状況
が続きました。 
 当社グループの属するシューズ・スリッパ市場におきましても、企業業績及び雇用情勢の悪化などを背
景に消費者の生活防衛意識が高まり、低価格志向や目的買いなどの消費減速が進行しております。 
 このような状況の下、当社グループは企画開発力、生産力、販売力の各方面で強化を図り、顧客満足度
を高めると同時に、企業価値の増大を目指すことが最重要課題と考え、いくつかの取組テーマを全社方針
として掲げ、実行に移しているところであります。 
 事業種類別の売上高につきましては、シューズ事業のスポーツシューズ部門において、引き続き㈱アシ
ックスの海外向けジュニアシューズの販売が好調であったことと、昨年の11月にリニューアルした基幹ブ
ランド「タイゴン」で消費者向けキャンペーンを実施したことにより一部のブランドで増収となりました
が、他の主力ブランドが振るわず、スポーツシューズ部門の売上高は12億2,737万円（前年同期比：6.4％
減）となりました。 
 また、一般シューズ部門でも婦人靴の「テクシー」や「マジョエール」、紳士靴では父の日商戦で提案
した「ハイテラック」が好調に推移しましたが、消費控えの影響から季節商品の売上が伸び悩み、一般シ
ューズ部門の売上高は16億2,411万円（前年同期比：5.5％減）となりました。 
 以上の結果、当第１四半期連結累計期間のシューズ事業の売上高は、28億5,148万円（前年同期比：
5.9％減）となりました。 
 資材事業では、主に海外メーカーに対し輸出取引を行っておりますが、一部の材料の値上げによる影響
で売上が伸び悩む結果となり、売上高は4億9,674万円（前年同期比：40.4％減）となりました。 
 スリッパ・日用品事業では、ＯＥＭ商品の販売が減少したことと国内市況の低迷を受け、売上高は９億
1,418万円（前年同期比：3.8％減）となりました。 
 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、42億6,242万円（前年同期比：11.5％減）となり
ました。 
 利益におきましては、仕入において円高による為替の影響を受けたものの、売上高の減収が大きく影響
し、営業利益は２億2,013万円（前年同期比：41.8％減）となりました。 
 経常利益は、デリバティブの時価評価損を含む為替差損が7,251万円発生したこと等により、２億1,012
万円（前年同期比：67.2％減）となりました。 
 四半期純利益は、１億2,998万円（前年同期比：65.2％減）となりました。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、４億9,500万円減少し、161億
2,889万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少が３億901万円、商品の減少が6,163万
円あったこと等によるものであります。 
 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、４億8,562万円減少し、20億
1,966万円となりました。主な要因は、未払法人税等の減少が３億5,791万円、支払手形及び買掛金の減少
が、１億2,150万円あったこと等によるものであります。 
 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、938万円減少し141億922万円
となりました。主な要因は、株主資本において四半期純利益の計上による増加が１億2,998万円ありまし
たが、配当金の支払が１億4,253万円あったこと等により利益剰余金が957万円減少したことによるもので
あります。 
 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の84.9％から87.5％となりました。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの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、１億94万円減少し49億6,876万円となりました。 
  当第１四半期連結会計期間末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、4,957万円となりました。 
 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が２億1,794万円、減価償却費が3,505万円、売上債権の
減少が３億785万円あったこと等によるものであり、支出の主な内訳は、法人税等の支払が４億4,452万
円、仕入債務の減少が１億2,150万円あったこと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） 
 投資活動の結果使用した資金は、2,941万円となりました。 
 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入が１億円、投資有価証券の売却による収入が3,798万円
あったこと等によるものであり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出が１億円、子会社株式の
取得による支出が6,503万円あったこと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、１億2,069万円となりました。 
 これは配当金の支払によるものであります。 

【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
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平成22年３月期第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日
発表の業績予想から以下のとおり修正しております。 
  

平成22年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正(平成21年４月１日～平成21年９月30日) 
(金額の単位：百万円） 

 
  

平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正(平成21年４月１日～平成22年３月31日) 

(金額の単位：百万円） 

 
修正の理由 
 世界的な景気後退局面のなかで、企業業績及び雇用情勢の悪化を背景に消費減速が進行しており、消費控
えや低価格志向の影響から季節商品の売上高が予想以上に伸び悩み、利益については売上高の減収に為替の
影響も加わり、当第１四半期の業績は非常に厳しい結果となりました。第２四半期以降も厳しい状況が続く
と予想され、第２四半期連結累計期間および通期の業績予想の見直しの検討を行い、平成21年５月15日発表
の業績予想を修正することといたしました。 
 なお、提出会社の個別業績予想につきましては、別途業績予想の修正を発表しております。 
  
※本資料に記載されている業績予想等将来に関する記述は、当社が現在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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
  
  

該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 
    当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見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり 

四半期純利益

前回発表予想(Ａ) 
（平成21年５月15日）

   百万円 
10,250   

百万円 
470

百万円 
530

百万円 
230

円 銭 
28    24 

今回修正予想(Ｂ) 9,380 410 410 240 29  47

増減額(Ｂ－Ａ） △870 △60 △120 10 ─

増減率 △8.5％ △12.8％ △22.6％ 4.3％ ─

(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成21年３月期第２四半期)

9,818 664 856 481 55  15

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

前回発表予想(Ａ) 
（平成21年５月15日）

   百万円 
21,500   

百万円 
1,380

百万円 
1,480

百万円 
890

円 銭 
109    27 

今回修正予想(Ｂ) 19,800 1,250 1,300 780 95  77

増減額(Ｂ－Ａ） △1,700 △130 △180 △110 ─

増減率 △7.9％ △9.4％ △12.2％ △12.4％ ─

(ご参考)前期実績 
(平成21年３月期)

19,743 1,387 1,676 745 85    89

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
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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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,165,836 5,224,663

受取手形及び売掛金 3,951,085 4,260,104

有価証券 2,925 45,044

商品 1,249,227 1,310,864

その他 522,717 560,126

貸倒引当金 △45,346 △50,046

流動資産合計 10,846,446 11,350,757

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,551,433 1,581,756

土地 2,106,582 2,110,371

その他（純額） 94,668 100,950

有形固定資産合計 3,752,684 3,793,078

無形固定資産 15,153 16,438

投資その他の資産   

投資有価証券 965,049 902,170

その他 553,961 564,693

貸倒引当金 △4,397 △3,235

投資その他の資産合計 1,514,613 1,463,628

固定資産合計 5,282,451 5,273,145

資産合計 16,128,897 16,623,903
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 351,666 473,175

未払法人税等 98,911 456,825

賞与引当金 106,674 160,800

その他 926,685 881,260

流動負債合計 1,483,937 1,972,061

固定負債   

退職給付引当金 379,387 368,800

負ののれん 64,408 69,540

その他 91,936 94,891

固定負債合計 535,732 533,232

負債合計 2,019,669 2,505,293

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,112,744 3,112,744

資本剰余金 3,398,491 3,398,491

利益剰余金 10,183,780 10,193,357

自己株式 △727,407 △727,407

株主資本合計 15,967,608 15,977,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,737 38,349

繰延ヘッジ損益 △94,293 △82,072

土地再評価差額金 △1,817,824 △1,814,851

評価・換算差額等合計 △1,858,380 △1,858,575

純資産合計 14,109,228 14,118,609

負債純資産合計 16,128,897 16,623,903
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,814,379 4,262,421

売上原価 3,134,059 2,773,357

売上総利益 1,680,320 1,489,064

販売費及び一般管理費 1,302,056 1,268,931

営業利益 378,263 220,133

営業外収益   

保険解約返戻金 － 22,842

業務受託手数料 － 15,002

為替差益 226,241 －

その他 41,542 32,167

営業外収益合計 267,783 70,012

営業外費用   

売上割引 4,778 5,384

為替差損 － 72,510

その他 395 2,128

営業外費用合計 5,174 80,024

経常利益 640,873 210,121

特別利益   

投資有価証券売却益 1,844 3,570

貸倒引当金戻入額 － 4,300

その他 79 －

特別利益合計 1,924 7,870

特別損失   

固定資産除却損 － 47

投資有価証券売却損 513 －

特別損失合計 513 47

税金等調整前四半期純利益 642,284 217,943

法人税等 268,341 87,960

四半期純利益 373,942 129,983
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 642,284 217,943

減価償却費 49,060 35,050

負ののれん償却額 △4,062 △5,131

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,624 △3,537

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,196 10,586

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,950 △54,125

受取利息及び受取配当金 △6,953 △5,630

支払利息 164 1

有形固定資産除却損 － 47

投資有価証券売却損益（△は益） △1,331 △3,570

為替差損益（△は益） △381 381

売上債権の増減額（△は増加） △1,281 307,857

たな卸資産の増減額（△は増加） 130,573 61,636

その他の流動資産の増減額（△は増加） △29,272 △5,213

デリバティブ資産の増減額（△は増加） △51,874 43,343

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,896 △326

仕入債務の増減額（△は減少） △262,448 △121,508

その他の流動負債の増減額（△は減少） △307,675 △39,322

デリバティブ負債の増減額（△は減少） △165,833 37,191

その他の固定負債の増減額（△は減少） △13,947 △898

未収消費税等の増減額（△は増加） 48,569 3,581

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,667 8,804

その他 1,031 402

小計 21,056 487,563

利息及び配当金の受取額 7,616 6,533

利息の支払額 △164 △1

法人税等の支払額 △141,168 △444,521

営業活動によるキャッシュ・フロー △112,659 49,574
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △100,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000 100,000

投資有価証券の取得による支出 △100,282 △6,271

投資有価証券の売却による収入 126,640 37,987

子会社株式の取得による支出 △171,000 △65,033

有形固定資産の取得による支出 △22,463 △5,599

有形固定資産の売却による収入 5,094 8,731

貸付けによる支出 △8,000 －

貸付金の回収による収入 1,664 768

投資活動によるキャッシュ・フロー △168,346 △29,417

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △5,220 －

配当金の支払額 △131,068 △120,693

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,288 △120,693

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,121 △410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △415,173 △100,946

現金及び現金同等物の期首残高 4,244,943 5,069,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,829,769 4,968,761
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業の主な製品 

（1）シューズ事業・・・・・・・スポーツシューズ、一般シューズ 

（2）資材事業・・・・・・・・・靴用資材 

（3）スリッパ・日用品事業・・・スリッパ・日用品 

 ３ 「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）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）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、営業利益は、シューズ事業で10,335千円、スリッパ・日用

品事業で7,467千円減少しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業の主な製品 

（1）シューズ事業・・・・・・・スポーツシューズ、一般シューズ 

（2）資材事業・・・・・・・・・靴用資材 

（3）スリッパ・日用品事業・・・スリッパ・日用品 

  

(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】

シューズ事業 
(千円)

資材事業
(千円)

スリッパ・日
用品事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,030,735 833,604 950,039 4,814,379 ― 4,814,379

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 22,270 22,270 (22,270) ―

計 3,030,735 833,604 972,310 4,836,650 (22,270) 4,814,379

営業利益 264,844 43,001 125,110 432,956 (54,692) 378,263

シューズ事業 
(千円)

資材事業
(千円)

スリッパ・日
用品事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,851,489 496,749 914,182 4,262,421 ― 4,262,421

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 18,697 18,697 (18,697) ―

計 2,851,489 496,749 932,879 4,281,119 (18,697) 4,262,421

営業利益 174,180 14,150 105,544 293,875 (73,742) 220,133
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 （1）アジア諸国・・・・・韓国、台湾、中国、香港 

 （2）その他の地域・・・・オランダ、米国他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 （1）アジア諸国・・・・・香港、台湾、韓国、中国他 

 （2）その他の地域・・・・米国、オランダ他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 
  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア諸国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 813,033 364,761 1,177,794

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,814,379

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.9 7.6 24.5

アジア諸国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 481,632 423,673 905,306

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,262,421

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.3 9.9 21.2

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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