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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 5,457 11.9 518 123.8 550 231.6 320 240.7
23年3月期第1四半期 4,878 14.5 231 5.2 166 △21.0 94 △27.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 288百万円 （696.4％） 23年3月期第1四半期 36百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 39.34 ―
23年3月期第1四半期 11.55 ―

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

24年3月期第1四半期 17,507 15,227 87.0 1,869.65
23年3月期 17,290 15,020 86.9 1,844.20

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  15,227百万円 23年3月期  15,020百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 9,940 △1.1 381 △24.0 443 23.8 266 29.9 32.66
通期 20,340 0.5 960 △16.8 1,070 0.7 640 12.0 78.58



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 8,842,636 株 23年3月期 8,842,636 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 697,990 株 23年3月期 697,990 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,144,646 株 23年3月期1Q 8,144,724 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、厳しい雇用情勢や所得環境の継続に加えて、原材
料価格の高騰や円高の長期化、さらに東日本大震災の影響等、引き続き厳しい経営環境がつづいており
ます。 
 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、低価格・節約志向が継続しており、
東日本大震災の影響による自粛ムードのなか、復興需要による緩やかな回復の兆しがみられるものの、
今後の本格的な景気回復に向けては依然として先行き不透明な状況が続いております。 
 このような環境のなか、当社グループは、消費者が慎重に商品を選別する価値志向が強まっているな
かで、消費者との接点である売場の確保を重点課題として取り組んでおり、新たな価値やサービスの提
案に注力してまいりました。この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、54億5,738万円（前年
同期比 11.9％増）となりました。 
 事業の種類別には、国内シューズ事業においては、パートナーショップ展開に注力しており、特にス
ポーツシューズ部門において、「タイゴン・レーザービームシリーズ」に特化したレーザービームショ
ップを展開して、消費者との接点となる売場の確保に努めるとともに、紳士靴部門においては、「テク
シーリュクス」について、スポーツ感覚のビジネススタイルを訴求して「スポーツ・ビズ・スタイル」
という新しいジャンルを提唱して新たな価値の提案をおこなってまいりました。以上により、国内シュ
ーズ事業の売上高は、24億9,402万円（前年同期比 19.1％増）となりました。 
 海外シューズ事業については、売上高は引き続き順調に推移しているものの、中国におけるコストア
ップのため、利益確保が難しくなってきており、下期以降の利益の獲得に向けて新商品開発に取り組ん
でおります。海外シューズ事業の売上高は、11億5,090万円（前年同期比 22.4％増）となりました。 
 資材事業については、海外メーカーに対する輸出取引が主であり、売上高はドルベースでは微増であ
りましたが、円高の影響で売上が目減りしており、当第１四半期の売上高は、８億815万円（前年同期
比 8.0％減）となりました。 
 スリッパ・日用品事業においては、スリッパ商品の問屋向け販売の落ち込みや主力取引先向け販売の
苦戦により前年割れの状況となっているものの、ヘップ・サンダル等外履き商品の拡販により、売上高
は10億429万円（前年同期比 4.1％増）となりました。 
 利益につきましては、シューズ事業におけるコストアップが大きく影響しておりますが、国内シュー
ズ事業の売上増と為替が円高に推移したことを主因として利益率が向上しており、全体の利益率は向上
いたしました。また、販売費及び一般管理費の抑制に努めたことも加わり、営業利益は５億1,846万円
（前年同期比 123.8％増）、経常利益は５億5,049万円（前年同期比 231.6％増）、四半期純利益につ
きましては３億2,043万円（前年同期比 240.7％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億1,733万円増加し、
175億766万円となりました。 
 主な要因は、現金及び預金が２億282万円、受取手形及び売掛金が２億3,100万円増加しましたが、商
品が１億6,869万円減少し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における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,002万円増加し、22億
8,000万円となりました。 
 主な要因は、未払法人税等が5,468万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が5,020万円減少し
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における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億730万円増加し、
152億2,766万円となりました。 
 主な要因は、株主資本が２億3,898万円増加しましたが、その他の包括利益累計額が3,167万円減少し
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86.9％から87.0％になりました。 
  

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月16日に発表いたしました第２四半期連
結累計期間および通期の連結業績予想の数値から変更はございません。 
  
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,763,195 6,966,024

受取手形及び売掛金 3,724,019 3,955,029

有価証券 2,931 2,932

商品 1,457,263 1,288,567

その他 385,365 346,423

貸倒引当金 △67,121 △25,950

流動資産合計 12,265,653 12,533,025

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,330,336 1,308,613

土地 1,904,567 1,904,567

その他（純額） 96,727 87,780

有形固定資産合計 3,331,630 3,300,961

無形固定資産 127,602 133,052

投資その他の資産

投資有価証券 716,049 724,753

その他 851,037 816,160

貸倒引当金 △1,646 △288

投資その他の資産合計 1,565,441 1,540,625

固定資産合計 5,024,674 4,974,639

資産合計 17,290,327 17,507,665
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 500,799 450,593

未払法人税等 181,286 235,970

賞与引当金 155,400 108,464

その他 865,679 914,954

流動負債合計 1,703,165 1,709,983

固定負債

退職給付引当金 452,245 439,837

負ののれん 28,488 23,357

その他 86,070 106,822

固定負債合計 566,804 570,016

負債合計 2,269,970 2,280,000

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 11,113,337 11,352,322

自己株式 △727,485 △727,485

株主資本合計 16,897,087 17,136,072

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18,890 20,513

繰延ヘッジ損益 △77,799 △111,101

土地再評価差額金 △1,817,820 △1,817,820

その他の包括利益累計額合計 △1,876,729 △1,908,407

純資産合計 15,020,357 15,227,665

負債純資産合計 17,290,327 17,507,665
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 4,878,460 5,457,386

売上原価 3,357,225 3,673,560

売上総利益 1,521,235 1,783,825

販売費及び一般管理費 1,289,595 1,265,365

営業利益 231,639 518,460

営業外収益

業務受託手数料 32,942 40,452

その他 26,152 35,237

営業外収益合計 59,095 75,689

営業外費用

売上割引 5,102 359

為替差損 116,537 38,965

その他 3,079 4,328

営業外費用合計 124,719 43,652

経常利益 166,015 550,497

特別利益

貸倒引当金戻入額 10,550 －

特別利益合計 10,550 －

特別損失

固定資産売却損 3,705 －

固定資産除却損 1,043 223

投資有価証券評価損 15,823 1,992

特別損失合計 20,572 2,215

税金等調整前四半期純利益 155,993 548,281

法人税等 61,948 227,849

少数株主損益調整前四半期純利益 94,045 320,432

少数株主利益 － －

四半期純利益 94,045 320,432
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 94,045 320,432

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,231 1,623

繰延ヘッジ損益 △45,557 △33,301

その他の包括利益合計 △57,788 △31,677

四半期包括利益 36,256 288,754

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 36,256 288,754

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)  １ セグメント利益の調整額△63,324千円は、全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費 

 であります。 

    ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)  １ セグメント利益の調整額△64,820千円は、全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費 

 であります。 

    ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額国内シュー

ズ事業
海外シュー
ズ事業

資材事業
スリッパ・
日用品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,094,776 940,197 878,352 965,134 4,878,460 ― 4,878,460

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 11,018 11,018 △11,018 ―

計 2,094,776 940,197 878,352 976,152 4,889,479 △11,018 4,878,460

セグメント利益 42,181 96,964 39,877 115,940 294,963 △63,324 231,639

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額国内シュー

ズ事業
海外シュー
ズ事業

資材事業
スリッパ・
日用品事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,494,029 1,150,902 808,155 1,004,298 5,457,386 ― 5,457,386

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 8,851 8,851 △8,851 ―

計 2,494,029 1,150,902 808,155 1,013,150 5,466,238 △8,851 5,457,386

セグメント利益 433,088 61,371 12,025 76,795 583,280 △64,820 518,460

（５）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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