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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 16,876 △5.2 △360 ― △440 ― △451 ―

21年3月期第2四半期 17,796 ― △178 ― △189 ― △323 ―

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2四半期 △15.14 ―

21年3月期第2四半期 △10.73 ―

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2四半期 30,566 7,223 23.5 240.70
21年3月期 31,279 7,637 24.3 254.58

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,183百万円 21年3月期  7,598百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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  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

通期 36,550 △2.4 450 39.1 250 41.3 10 △72.0 0.34
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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、6ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について、及
び上記3. に係る業績予想の具体的な修正内容は、平成21年10月30日に別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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2四半期 32,500,000株 21年3月期  32,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,656,565株 21年3月期  2,652,157株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 29,846,853株 21年3月期第2四半期 30,101,148株

-2--2-



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気後退が下げ止まる

かにもみえましたが、依然として企業収益や雇用・所得環境は厳しい状況が続いており、個人消費に

つきましても低調のまま推移いたしました。 

当靴業界におきましては、消費者の生活防衛意識や節約意識の高まりによる買い控えや低価格志向

が続いており、併せて企業間の販売競争が激化いたしました。 

このような環境のなか、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、売上原価や販売管理費を見直すなどコスト削減に

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の減少が想定以上に大きく、小売売

上の増加はあったものの、新店舗出店による人件費、賃借料等の経費増加分を回収できなかったこ

と、円高によるデリバティブ評価損160百万円を計上したことなどにより、全般的に苦戦いたしまし

た。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は16,876百万円(前年同期比5.2％減)、営業損失は

360百万円(前年同四半期営業損失 178百万円)、経常損失は440百万円(前年同四半期経常損失 189百万

円)、四半期純損失は451百万円(前年同四半期純損失 323百万円)となりました。 

  

事業部門別の概況は次のとおりであります。 

  

(靴小売部門) 

各ブランドショップにおいて販促キャンペーンを行いましたが、消費者の買い控えや低価格志向の

影響を受け総じて苦戦いたしました。 

ブランド別では、ナチュラライザー店などは前年の売上高を上回りましたが、主力のリーガルシュ

ーズ店は前年の売上高を下回りました。 

出店につきましては、上海久光紳士靴売場(中国)、リーガルシューズ新三郷店など５店舗を出店し

国内１店舗を退店した結果、直営小売店の店舗数は129店(前年同期118店)となりました。 

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は7,871百万円(前年同期比8.0％増)となりました。 

  

(靴卸売部門) 

消費者心理の影響を受け取引先の多くが低価格志向の商品構成に転換したこともあり、当社が主力

とする中高級品の売上が百貨店や靴専門店において前年実績を下回るなど、総じて苦戦いたしまし

た。 

ファッション傾向はカジュアル化の流れにあり、紳士靴においては、カジュアルシューズの一部に

好調さがみられたものの、主力のビジネスシューズは低迷いたしました。婦人靴においても、カジュ

アルシューズ(特にカジュアルブーツ)に好調さがみられたものの、パンプスについては店頭在庫過多

による値引や返品が発生するなど苦戦を強いられました。 

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は8,641百万円(前年同期比14.2％減)となりました。 

  

(その他事業) 

靴材料の販売など、その他事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、362百万円 (前年同期比

15.8％減) となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、30,566百万円となり、前連結会計年度末に比べ 713

百万円減少いたしました。これは主に、商品及び製品が 476百万円増加したものの、現金及び預金

が797百万円、受取手形及び売掛金が327百万円減少したことなどによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、23,342百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

300百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が 780百万円増加したものの、支払手形及

び買掛金が869百万円、長期借入金が278百万円減少したことなどによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、7,223百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

413百万円減少いたしました。これは主に、四半期純損失を計上したことなどにより、利益剰余金

が451百万円減少したことによるものであります。 

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物 (以下、「資金」という。) は、

1,386百万円と、前年同四半期と比べ293百万円の減少となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下の通りです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△1,163百万円

と、前年同四半期と比べ 619百万円の減少となりました。 

主な要因としては、仕入債務の減少額が前年同四半期と比べ 528百万円増加したことなどによ

るものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、132百万円と、前年同四半

期と比べ 228百万円の減少となりました。 

主な要因としては、ソフトウェアの取得における支出45百万円などがあったものの、有形固定

資産の取得による支出が前年同四半期と比べ113百万円減少し、積立てた傷害保険の満期による

返戻金や店舗に係る敷金及び保証金の返還交渉が進んだことにより、その他の投資に係る資金の

増加が、前年同四半期と比べ 200百万円増加したことなどによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、501百万円と、前年同四半

期と比べ 284百万円の減少となりました。  

主な要因としては、前年同四半期では、自己株式の取得による支出 107百万円及び配当金の支

払額 160百万円がありましたが、当第２四半期連結累計期間では、自己株式の取得による支出が

０百万円しかなかったことや、経営体質の強化と今後の事業展開を勘案し、剰余金の配当を行わ

なかったことなどによるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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依然として企業収益や雇用・所得環境は厳しい状況であり、個人消費につきましても買い控えや低

価格志向が続くなど低調に推移するなか、新ブランド商品の投入、コンフォート商品のリニューアル

販売、低価格志向の市場に対応する商品開発、取引先との特注品の開発や、随時販促キャンペーンを

行うなど増収のための諸施策を計画しております。 

また、利益面では、小売店舗増加による店舗運営費等の増加が想定されますが、円高による仕入差

益で売上原価の減少が見込まれ、また不採算小売店舗の閉鎖や、さらなる販売管理費の見直しなどに

よりコスト削減も実施してまいります。 

これらを勘案し、今期の業績を下記のとおり修正いたします。 

詳細につきましては、本日（平成21年10月30日付）別途開示いたします「業績修正予想に関するお

知らせ」をご参照下さい。 

  

平成22年３月期第２四半期連結累計期間業績予想の修正(平成21年４月１日～平成21年９月30日) 

 
  

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

 
  

  

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

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 17,550 △ 50 △ 120 △ 200 △ 6.64

今回発表予想(B) 16,876 △ 360 △ 440 △ 451 △ 15.14

増減額(B-A) △ 673 △ 310 △ 320 △ 251 ─

増減率(%) △ 3.8 ─ ─ ─ ─

(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成21年３月期第２四半期)

17,796 △ 178 △ 189 △ 323 △ 10.73

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

前回発表予想(A) 36,900 400 250 100 3.32

今回発表予想(B) 36,550 450 250 10 0.34

増減額(B-A) △ 350 50 ─ △ 90 ─

増減率(%) △ 0.9 12.5 ─ △ 90.0 ─

(ご参考)前期実績 
(平成21年３月期)

37,447 323 176 35 1.19
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該当事項はありません。 

  

  

１． 簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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

限定する方法によっております。 

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

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる会社については、前連結会計年度にお

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

た、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認めら

れる会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

２. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

  

（追加情報） 

１．退職給付引当金 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、平成21年７月１日付けで退職給付制度を改定し

て、適格退職年金制度から規約型確定給付年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」 (企業会計基準適用指針第１号) を適用しております。 

なお、この移行による、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

２．役員退職慰労引当金 

従来、役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を「役員退職慰

労引当金」として計上しておりましたが、平成21年６月24日の定時株主総会において、役員退

職慰労金制度の廃止を決議するとともに、役員の退任時に、当社所定の基準に従い相当額の範

囲内において退職慰労金を打切り支給することを決議いたしました。 

これに伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給に伴う未払額 180百万円は、固

定負債の「その他」に含めて計上しております。 

  

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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１【四半期連結財務諸表】 
  (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,386 2,183

受取手形及び売掛金 5,526 5,853

商品及び製品 7,489 7,012

仕掛品 223 270

原材料及び貯蔵品 425 474

その他 945 1,073

貸倒引当金 △354 △354

流動資産合計 15,641 16,513

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,279 2,269

その他（純額） 1,952 2,036

有形固定資産合計 4,231 4,306

無形固定資産   

のれん 105 119

電話加入権 27 27

ソフトウエア 43 －

無形固定資産合計 176 146

投資その他の資産   

投資有価証券 4,204 4,065

敷金及び保証金 3,495 3,541

その他 2,964 2,852

貸倒引当金 △147 △146

投資その他の資産合計 10,517 10,313

固定資産合計 14,924 14,766

資産合計 30,566 31,279
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,873 5,743

短期借入金 8,236 7,456

未払法人税等 47 75

賞与引当金 358 368

ポイント引当金 393 370

その他 1,852 1,846

流動負債合計 15,761 15,860

固定負債   

長期借入金 2,246 2,524

移転関連損失引当金 740 740

退職給付引当金 3,848 3,930

役員退職慰労引当金 － 180

その他 746 407

固定負債合計 7,580 7,781

負債合計 23,342 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 1,298 1,750

自己株式 △438 △438

株主資本合計 6,917 7,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △123 △140

繰延ヘッジ損益 △1 △11

土地再評価差額金 416 416

為替換算調整勘定 △25 △36

評価・換算差額等合計 265 228

少数株主持分 40 38

純資産合計 7,223 7,637

負債純資産合計 30,566 31,279
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 17,796 16,876

売上原価 10,443 9,751

売上総利益 7,353 7,124

販売費及び一般管理費 7,531 7,485

営業損失（△） △178 △360

営業外収益   

受取利息 2 23

受取配当金 16 14

持分法による投資利益 61 101

デリバティブ評価益 30 －

雑収入 46 64

営業外収益合計 156 204

営業外費用   

支払利息 84 82

売上割引 26 22

デリバティブ評価損 － 160

雑支出 56 19

営業外費用合計 167 283

経常損失（△） △189 △440

特別利益   

貸倒引当金戻入額 53 －

特別利益合計 53 －

特別損失   

固定資産除却損 42 31

固定資産売却損 0 －

貸倒引当金繰入額 0 0

特別損失合計 43 31

税金等調整前四半期純損失（△） △179 △472

法人税、住民税及び事業税 54 36

法人税等調整額 93 △60

法人税等合計 148 △24

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4 3

四半期純利益 △323 △451
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  【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,525 9,121

売上原価 5,676 5,462

売上総利益 3,849 3,658

販売費及び一般管理費 3,759 3,810

営業利益又は営業損失（△） 89 △151

営業外収益   

受取利息 1 11

受取配当金 0 0

持分法による投資利益 37 73

雑収入 35 48

営業外収益合計 74 133

営業外費用   

支払利息 44 42

売上割引 9 8

デリバティブ評価損 41 104

雑支出 31 4

営業外費用合計 126 159

経常利益又は経常損失（△） 38 △176

特別利益   

貸倒引当金戻入額 58 －

特別利益合計 58 －

特別損失   

固定資産除却損 42 23

貸倒引当金繰入額 0 0

特別損失合計 43 24

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

53 △200

法人税、住民税及び事業税 29 21

法人税等調整額 79 △119

法人税等合計 109 △98

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 2

四半期純損失（△） △54 △105
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △179 △472

減価償却費 180 181

のれん償却額 14 19

ソフトウエア償却費 － 1

長期前払費用償却額 12 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △83 △9

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12 23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26 △82

受取利息及び受取配当金 △18 △38

支払利息 84 82

持分法による投資損益（△は益） △61 △101

有形固定資産除却損 42 31

有形固定資産売却損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 858 590

たな卸資産の増減額（△は増加） △128 △386

仕入債務の増減額（△は減少） △345 △874

未払消費税等の増減額（△は減少） △108 △0

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1 －

割引手形の増減額（△は減少） △373 △264

その他の資産の増減額（△は増加） △45 35

その他の負債の増減額（△は減少） △185 146

小計 △411 △1,109

利息及び配当金の受取額 41 60

利息の支払額 △84 △75

法人税等の支払額 △90 △39

営業活動によるキャッシュ・フロー △544 △1,163

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 40 －

有形固定資産の取得による支出 △266 △153

有形固定資産の売却による収入 0 －

ソフトウエアの取得による支出 － △45

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

貸付金の回収による収入 1 1

その他 △127 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △361 △132
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） 1,500 800

長期借入金の返済による支出 △476 △298

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △107 △0

配当金の支払額 △160 －

少数株主からの払込みによる収入 30 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 786 501

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △111 △797

現金及び現金同等物の期首残高 1,792 2,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,680 1,386
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該当事項はありません。 

  

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。 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（１）生産実績 

 
（注）１．金額は販売金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

（２）商品仕入実績 

 
（注）１．金額は仕入金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

（３）受注実績 

 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
（４）販売実績 

 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

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

事業部門 生産高（百万円） 前年同四半期比（％）

 靴関連事業 4,437 △8.1

事業部門 商品仕入高（百万円） 前年同四半期比（％）

 靴関連事業 7,406 △3.2

事業部門 受注高（百万円）
前年同四半期比

（％）
受注残高（百万円）

前年同四半期比
（％）

 靴関連事業 190 △41.1 92 △63.6

事業部門 販売高（百万円） 前年同四半期比（%）

 靴小売部門 7,871 8.0

 靴卸売部門 8,641 △14.2

 その他 362 △15.8

 合計 16,876 △5.2

(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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