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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 3,832 △20.1 365 △48.2 425 △46.3 237 △46.3
21年3月期第2四半期 4,798 ― 705 ― 793 ― 442 ―

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 30.12 ―
21年3月期第2四半期 36.41 ―

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 14,956 13,477 89.4 1,693.26
21年3月期 14,711 13,470 90.9 1,692.83

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,368百万円 21年3月期  13,365百万円

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  有   

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 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 13.00 13.00

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 7,390 △15.7 560 △51.6 660 △49.1 380 △39.4 48.13



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  無  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

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

(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７日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の決算発表日現在において入手可能な情報に基づき作成
されたものであり、実際の業績は、これらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連
結業績予想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2四半期 12,984,233株 21年3月期  12,984,233株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,088,922株 21年3月期  5,088,722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  7,895,371株 21年3月期第2四半期 12,158,820株



    当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年度における米国の金融危機に端を発する世界的な金融・

経済危機に伴う底入れ感がみられるものの、景気回復の進行や持続力については依然不透明感が強い状況で推移し

ました。また、設備投資の手控え、雇用・賃金の抑制が続き、個人消費も総じて弱い動きに終始しました。 

  靴業界におきましては、消費者の選択眼の高まりと多様化がますます顕著となる中、他業界からの参入や低価格

商品の増加等、市場環境は厳しい環境が継続しております。 

  このような環境のもと、当社グループにおきましては、お客様の多様なニーズにこたえるため業務改革を推進 

すること、組織をブランド別から機能別に変更すること等により、消費者の要望にかなった商品力を強化すること

に加え、複数ブランドを扱う店舗展開を進め、販売の強化を行うなど、市場の変化に迅速に対応してまいりまし

た。 

  しかしながら、消費者の消費マインドの低下等の影響を受け、既存店におきまして前年度比で減収となったこと

により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,832百万円（前年同期比20.1％減）、経常利益425百万円

（前年同期比46.3％減）、四半期純利益237百万円（前年同期比46.3％減）となりました。 

  

  

    当第２四半期連結会計期間末における総資産は、14,956百万円となり、前連結会計年度末比245百万円の増加と 

 なりました。      

    その主な要因は、現金及び預金の増加131百万円、投資有価証券の増加91百万円、受取手形及び売掛金の増加 

   327百万円、敷金及び保証金の減少259百万円及び商品の減少100百万円等によるものです。 

      負債合計は1,479百万円となり、前連結会計年度末比238百万円の増加となりました。その主な要因は、買掛金の

   増加213百万円等によるものです。 

    なお、純資産は13,477百万円となり、前連結会計年度末比7百万円の増加となりました。 

  

    当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次の通りであります。 

    営業活動によるキャッシュ・フローは、399百万円の収入（前年同期比14百万円減）となりました。これは主 

   に税金等調整前四半期純利益413百万円、売上債権の増加327百万円、たな卸資産の減少97百万円、仕入債務の 

   増加213百万円及び法人税等の支払額132百万円等によるものであります。 

    投資活動によるキャッシュ・フローは1,506百万円の支出（前年同期比1,062百万円増）となりました。これは 

   主に定期預金の預入による支出1,500百万円等によるものです。 

    財務活動によるキャッシュ・フローは261百万円の支出（前年同期比7,003百万円減）となりました。これ 

   は主に配当金の支払額236百万円等によるものであります。 

  

  

   業績予想につきましては、景気回復の見通しが依然として不透明なため、消費者の消費マインドの低下は継続 

 し、売上高が減少するものと予想されるため、平成21年５月７日付「平成21年３月期決算短信」で発表いたしま 

 した通期における連結業績予想を以下のとおり修正いたしました。 

     （連結業績予想） 

  厳しい経済環境下でありますが、当社グループにおきましては、消費者の選択眼の高まりや、嗜好の多様化に 

 あわせたマーチャンダイジング力、商品力の強化に努め、市場動向の変化への対応を図ってまいります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

売 上 高   7,390百万円  （前年比 15.7％減） 

営 業 利 益    560百万円  （前年比 51.6％減） 

経 常 利 益    660百万円  （前年比 49.1％減） 

当 期 純 利 益    380百万円   （前年比 39.4％減） 



  

 該当事項はありません。 

  

  

 法人税等の計上は、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計 

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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



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 5,249,343 5,117,410

受取手形及び売掛金 1,146,787 819,000

商品 346,427 447,264

繰延税金資産 68,806 68,685

その他 117,759 114,197

貸倒引当金 △7,822 △5,804

流動資産合計 6,921,301 6,560,754

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 319,795 357,945

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 142,752 158,028

有形固定資産合計 1,561,769 1,615,194

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 110,975 104,163

無形固定資産合計 1,257,942 1,251,129

投資その他の資産   

投資有価証券 1,374,032 1,282,270

関係会社株式 122,128 120,313

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 92,889 94,354

敷金及び保証金 797,870 1,057,328

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

その他 210,366 115,009

貸倒引当金 △14,769 △18,231

投資その他の資産合計 5,215,943 5,284,471

固定資産合計 8,035,655 8,150,795

資産合計 14,956,956 14,711,550



（単位：千円）

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   

買掛金 517,822 304,068

未払金 174,949 218,868

未払法人税等 168,018 136,325

賞与引当金 120,232 68,212

返品調整引当金 43,815 37,837

ポイント引当金 18,179 16,605

その他 88,256 118,526

流動負債合計 1,131,275 900,444

固定負債   

退職給付引当金 84,683 82,286

役員退職慰労引当金 138,613 134,900

その他 125,143 123,739

固定負債合計 348,440 340,926

負債合計 1,479,715 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 2,718,862 2,718,862

利益剰余金 16,042,294 16,041,457

自己株式 △6,991,269 △6,991,088

株主資本合計 14,358,940 14,358,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,012 △35,381

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △990,129 △992,497

少数株主持分 108,430 104,393

純資産合計 13,477,240 13,470,179

負債純資産合計 14,956,956 14,711,550



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 4,798,711 3,832,905

売上原価 2,314,218 1,795,664

売上総利益 2,484,493 2,037,240

販売費及び一般管理費 1,778,861 1,671,898

営業利益 705,631 365,342

営業外収益   

受取利息 67,953 18,177

その他 29,903 43,830

営業外収益合計 97,857 62,008

営業外費用   

債権売却損 545 69

支払手数料 6,285 －

過年度関税等 3,561 －

その他 80 1,667

営業外費用合計 10,473 1,736

経常利益 793,015 425,613

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,092 3,462

その他 － 14,094

特別利益合計 4,092 17,556

特別損失   

店舗閉鎖損失 5,632 3,314

減損損失 9,545 24,894

投資有価証券評価損 － 1,070

特別損失合計 15,178 29,278

税金等調整前四半期純利益 781,929 413,891

法人税等 329,333 170,485

少数株主利益 9,913 5,636

四半期純利益 442,681 237,769



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 2,436,753 2,124,404

売上原価 1,279,733 1,066,769

売上総利益 1,157,019 1,057,634

販売費及び一般管理費 919,640 841,828

営業利益 237,379 215,805

営業外収益   

受取利息 40,424 9,901

その他 13,199 33,039

営業外収益合計 53,623 42,941

営業外費用   

債権売却損 163 31

支払手数料 6,285 －

過年度関税等 3,561 －

その他 15 677

営業外費用合計 10,027 709

経常利益 280,975 258,037

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,990 3,462

その他 － 14,094

特別利益合計 2,990 17,556

特別損失   

店舗閉鎖損失 3,133 705

減損損失 － 21,087

投資有価証券評価損 － 396

特別損失合計 3,133 22,189

税金等調整前四半期純利益 280,832 253,404

法人税等 122,133 98,511

少数株主利益 7,651 5,209

四半期純利益 151,048 149,683



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益 781,929 413,891

減価償却費 82,832 87,644

減損損失 9,545 24,894

受取利息及び受取配当金 △70,203 △21,412

店舗閉鎖損失 3,988 3,314

売上債権の増減額（△は増加） △278,322 △327,786

たな卸資産の増減額（△は増加） 132,091 97,438

仕入債務の増減額（△は減少） 15,332 213,753

未払金の増減額（△は減少） △30,142 △5,178

その他 52,282 27,305

小計 699,333 513,863

利息及び配当金の受取額 78,519 18,171

利息の支払額 △32 －

法人税等の支払額 △363,425 △132,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 414,394 399,792

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 － △1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △169,766 △56,796

投資有価証券の取得による支出 △133,919 △89,065

敷金及び保証金の回収による収入 16,428 257,059

敷金及び保証金の差入による支出 △26,635 △283

関係会社株式の取得による支出 △120,313 －

貸付けによる支出 － △63,000

その他 △9,889 △54,609

投資活動によるキャッシュ・フロー △444,095 △1,506,694

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △6,807,945 △180

配当金の支払額 △448,827 △236,850

その他 △8,327 △24,133

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,265,100 △261,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,294,801 △1,368,066

現金及び現金同等物の期首残高 10,747,389 5,117,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,452,587 3,749,343



 該当事項はありません。 

  

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）  

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める靴製品等卸・小売事業の割合が、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）  

 同上 

  

  

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）  

 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）  

 同上 

  

  

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）  

 海外売上高がないため、該当する事項はありません。  

  

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）  

 同上 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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