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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 5,638 △18.5 666 △35.6 744 △35.7 432 △32.6
21年3月期第3四半期 6,920 ― 1,035 ― 1,156 ― 642 ―

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3四半期 54.80 ―
21年3月期第3四半期 66.88 ―

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3四半期 14,540 13,640 93.0 1,713.67
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3四半期  13,529百万円 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  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 ― 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  無   

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．上記の予想は、本資料の発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記予想に関する情報は、添付資料３ページをご覧下さい。 

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3四半期 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3四半期  5,089,002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3四半期  7,895,337株 21年3月期第3四半期  9,600,576株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心に海外経済は持ち直しの動きが広がり世界的な

景気後退には底打ち感が出てきているものの、国内においては依然として雇用情勢の悪化や景気の下振れ懸念、ま

たデフレ懸念や為替相場の急激な変動等により国内景気の先行きに不透明感が強まりました。 

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

品の増加等、市場環境は厳しい競争状況に加え、景気後退と消費低迷の影響から消費者の低価格志向に拍車がかか

り大変厳しい状況が続いております。 

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応えるため、組織をブランド別

事業部制から機能別組織へ変更する等、業務改革を推進し消費者の要望にかなった商品力を強化することに注力い

たしました。また、複数ブランドを扱う店舗展開を進めて販売を強化すること等により市場の変化への対応を図っ

てまいりました。 

しかしながら、景気後退と消費低迷の影響により既存店におきまして前年同四半期比で減収となったことによ

り、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高5,638百万円（前年同四半期比18.5％減）、経常利益744百万円

（同35.7％減）、四半期純利益432百万円（同32.6％減）となりました。 
  

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、14,540百万円となり、前連結会計年度末に比べ170百万円の減少

となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加328百万円、受取手形及び売掛金の減少172百万円及び商品の減

少123百万円等による流動資産の増加7百万円と敷金及び保証金の減少245百万円等による固定資産の減少178百万円に

よるものです。 

負債合計は900百万円となり、前連結会計年度末に比べ340百万円の減少となりました。その主な要因は、買掛金

の減少87百万円、未払金の減少78百万円、未払法人税等の減少91百万円及び賞与引当金の減少52百万円等によるもの

です。 

なお、純資産は13,640百万円となり、前連結会計年度末に比べ170百万円の増加となりました。その主な要因は、

利益剰余金の増加195百万円等によるものです。 

（キャッシュ・フローについて） 

当第３四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、639百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益

722百万円、減価償却費138百万円、売上債権の減少172百万円、たな卸資産の減少121百万円、仕入債務の減少87百万

円及び法人税等の支払額369百万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、2,736百万円の支出となりました。これは主に定期預金の預入による支出

2,700百万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、273百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払237百万円等に

よるものであります。 
  

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月2日の第２四半期決算公表時に業界環境の悪化を理

由に下方修正を行っており、第３四半期においても厳しい環境の中ではありますが、一層の営業努力と経費削減に努

め、修正目標を達成出来ると見込んでおります。 
  

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



  

 該当事項はありません。 
  

  

 税金費用については、当第３四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。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。  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,446,406 5,117,410

受取手形及び売掛金 646,869 819,000

商品 323,724 447,264

繰延税金資産 68,422 68,685

その他 87,227 114,197

貸倒引当金 △3,925 △5,804

流動資産合計 6,568,723 6,560,754

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 306,893 357,945

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 125,714 158,028

有形固定資産合計 1,531,827 1,615,194

無形固定資産   

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 102,300 104,163

無形固定資産合計 1,249,267 1,251,129

投資その他の資産   

投資有価証券 1,316,751 1,282,270

関係会社株式 122,164 120,313

長期預金 2,200,000 2,200,000

繰延税金資産 115,858 94,354

敷金及び保証金 812,210 1,057,328

役員に対する保険積立金 433,426 433,426

その他 205,493 115,009

貸倒引当金 △14,769 △18,231

投資その他の資産合計 5,191,135 5,284,471

固定資産合計 7,972,230 8,150,795

資産合計 14,540,954 14,711,550



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 216,485 304,068

未払金 140,691 218,868

未払法人税等 45,146 136,325

賞与引当金 15,795 68,212

返品調整引当金 28,375 37,837

ポイント引当金 19,257 16,605

その他 93,704 118,526

流動負債合計 559,457 900,444

固定負債   

退職給付引当金 84,373 82,286

役員退職慰労引当金 140,203 134,900

その他 116,659 123,739

固定負債合計 341,236 340,926

負債合計 900,694 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 16,237,195 16,041,457

自己株式 △6,991,339 △6,991,088

株主資本合計 14,553,770 14,358,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66,846 △35,381

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △1,023,963 △992,497

少数株主持分 110,453 104,393

純資産合計 13,640,260 13,470,179

負債純資産合計 14,540,954 14,711,550



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,920,096 5,638,494

売上原価 3,265,333 2,606,744

売上総利益 3,654,763 3,031,749

販売費及び一般管理費 2,619,286 2,365,200

営業利益 1,035,476 666,549

営業外収益   

受取利息 86,628 25,995

その他 45,199 53,761

営業外収益合計 131,827 79,756

営業外費用   

債権売却損 712 127

支払手数料 6,285 －

過年度関税等 3,561 －

その他 267 2,169

営業外費用合計 10,827 2,296

経常利益 1,156,477 744,009

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,951 5,340

その他 － 14,094

特別利益合計 4,951 19,434

特別損失   

店舗閉鎖損失 5,632 4,795

減損損失 14,748 34,062

投資有価証券評価損 5,050 1,548

その他 － 447

特別損失合計 25,431 40,853

税金等調整前四半期純利益 1,135,996 722,590

法人税等 480,112 282,260

少数株主利益 13,753 7,659

四半期純利益 642,130 432,670



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,121,384 1,805,589

売上原価 951,114 811,080

売上総利益 1,170,270 994,508

販売費及び一般管理費 840,885 695,320

営業利益 329,384 299,188

営業外収益   

受取利息 18,674 7,817

その他 15,295 9,930

営業外収益合計 33,970 17,748

営業外費用   

債権売却損 167 57

その他 187 501

営業外費用合計 354 559

経常利益 363,000 316,377

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,320 3,896

特別利益合計 1,320 3,896

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 1,480

減損損失 5,202 9,168

投資有価証券評価損 5,050 477

その他 － 447

特別損失合計 10,253 11,574

税金等調整前四半期純利益 354,066 308,699

法人税等 150,779 111,775

少数株主利益 3,839 2,023

四半期純利益 199,448 194,900



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,135,996 722,590

減価償却費 128,241 138,307

減損損失 14,748 34,062

引当金の増減額（△は減少） △60,160 △57,175

受取利息及び受取配当金 △89,289 △29,547

店舗閉鎖損失 3,988 4,635

売上債権の増減額（△は増加） 171,491 172,131

たな卸資産の増減額（△は増加） 171,608 121,078

仕入債務の増減額（△は減少） △258,269 △87,583

未払金の増減額（△は減少） △42,302 △38,600

その他 76,769 △3,732

小計 1,252,821 976,164

利息及び配当金の受取額 96,611 32,856

利息の支払額 △32 －

法人税等の支払額 △691,242 △369,648

営業活動によるキャッシュ・フロー 658,157 639,373

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 － △2,700,000

有形固定資産の取得による支出 △196,365 △68,239

投資有価証券の取得による支出 △133,919 △89,065

敷金及び保証金の差入による支出 △26,635 △14,746

敷金及び保証金の回収による収入 17,028 258,082

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 △41,312 △59,697

投資活動によるキャッシュ・フロー △501,517 △2,736,665

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 △6,807,998 △251

配当金の支払額 △449,055 △237,685

その他 △18,830 △35,774

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,275,883 △273,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,119,243 △2,371,004

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 3,628,145 2,746,406



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める靴製品等卸・小売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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 同上 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 同上 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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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