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 当社は、前連結会計年度まで連結財務諸表を作成しているため、平成23年3月期第3四半期の経営成績（累計）は記載しておりません。 (2) 財政状態   

(1) 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3四半期 4,562 ― 698 ― 750 ― 437 ―23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―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3四半期 56.60 ―23年3月期第3四半期 ― ―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3四半期 14,695 13,724 93.4 1,776.7223年3月期 14,457 13,489 93.3 1,746.21（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,724百万円 23年3月期  13,489百万円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   配当予想に関しましては、平成24年1月16日の「平成24年3月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしております。 

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 ― 0.00 ― 25.00 25.0024年3月期 ― 0.00 ―24年3月期（予想） 50.00 50.003.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） （％表示は、対前期増減率） （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 銭通期 5,860 4.0 720 19.4 770 16.0 460 △24.8 59.54



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有   税金費用については、当第3四半期会計期間を含む事業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しております。 (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 (3) 発行済株式数（普通株式） 
4.  その他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3Q 12,984,233 株 23年3月期 12,984,233 株② 期末自己株式数 24年3月期3Q 5,259,353 株 23年3月期 5,259,207 株③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 7,724,951 株 23年3月期3Q 7,895,136 株※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示  この第3四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 ※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災による景気の落ち込みから持ち直しの動きが見られるものの、米国経済の低迷および欧州諸国の債務危機懸念などにより、円高基調が長期化し、景気の先行きは不透明な状況が継続しております。  このような厳しい事業環境ではありますが、当社は、売上高、利益面におきまして堅調な業績をあげることが出来ました。  当第３四半期累計期間における売上高につきましては、4,562百万円となりました。これは前年同四半期比では1.5％減でありますが、通期業績予想売上高の達成に向けた第３四半期累計期間の業績といたしましては、堅調に推移しております。  婦人靴の売上高の状況といたしまして、シーズン主力アイテムであるロングブーツに関してシーズン当初から売上商戦の苦戦が予測されていたため、パンプスを主軸にした商品展開にいたしました。その結果、ブーツ売上高の減少をパンプス売上高の増加で補うことができました。ブランド面では、前事業年度に立ち上げましたTAKERU、UMASHIにつきましては、当初より顧客への認知度が高まり、売上高も伸長いたしました。このため国内外に特許を保有するウォーターマッサージ®・インソールを搭載したCamui、TAKERU、UMASHIを合わせた戦略的集合ブランドであるwater massage®の売上高が伸長しております。  その一方で、当第３四半期累計期間におきましては、在庫適正化を実現するべく、百貨店等卸売先における店頭売上の状況に合わせ出荷量を制限し、従来以上に卸売上高の平準化を実施いたしましたことが、前年同四半期比で売上高が若干減少した原因です。  売上原価率につきましては、前年同四半期比0.5％増となりました。資材関連、特に輸入原皮・革の需給が逼迫し高騰いたしましたが、円高差益および製造委託メーカーにおける原価低減努力により、ほぼ前年並みを維持することができました。  経費面では、経費削減策が功を奏し販売費及び一般管理費は前年同四半期比5.4％減となりました。  以上の結果、利益面では営業利益698百万円（前年同四半期比5.8％増）、経常利益750百万円（前年同四半期比6.1％増）、四半期純利益437百万円（前年同四半期比39.5％減）となりました。四半期純利益の前年同四半期比が減少している主な要因は、前第３四半期累計期間におきまして子会社２社の売却益が特別利益として324百万円計上しておりますこと、および当第３四半期累計期間におきまして平成24年度税制改正に伴う繰延税金資産の取り崩しにより、法人税等が増加した影響が13百万円ありましたこと等によるものです。  また、平成22年５月に設立いたしました株式会社たびごこち（非連結子会社）は、主要な営業基盤が福島県にあり、平成23年３月の東日本大震災の影響を受けました。同社の事業の将来性を再検討した結果、将来の事業展開が困難であると判断する一方、株式会社磐城タクシーより、当社が保有する株式会社たびごこち株式について譲受したい旨の申出があり、平成23年６月に当社が保有している株式会社たびごこちの株式の全てを譲渡いたしました。  なお、店舗出退店数につきましては、出店２店舗、退店６店舗となっております。    ※前連結会計年度までは連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期累計期間との比較情報は、参考情報として提供させていただくものでありますことをご了承ください。 （「４．その他」ご参照。）   （２）財政状態に関する定性的情報  当第３四半期会計期間末における総資産の合計は、14,695百万円（前事業年度14,457百万円）となり、前事業年度に比べ237百万円の増加となりました。その主な要因は、有価証券の増加1,700百万円、受取手形及び売掛金の増加128百万円、現金及び預金の減少1,173百万円、商品の減少223百万円、敷金及び保証金の減少96百万円、有形固定資産の減少62百万円、無形固定資産の減少15百万円等によるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 負債の合計は、970百万円（前事業年度968百万円）となり、前事業年度に比べ１百万円の増加となりました。その主な要因は、未払法人税等の増加121百万円、返品調整引当金の増加10百万円、退職給付引当金の増加６百万円、買掛金の減少132百万円等によるものです。  また、純資産は13,724百万円（前事業年度13,489百万円）となり、前事業年度に比べ235百万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244百万円等によるものです。  当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加676百万円、投資活動による使用資金2,155百万円、財務活動による使用資金218百万円により、当第３四半期会計期間末には、688百万円となりました。  営業活動によるキャッシュ・フローは、676百万円の収入となりました。これは、主に税引前四半期純利益767百万円、減価償却費98百万円、減損損失10百万円、売上債権の増加128百万円、たな卸資産の減少222百万円、仕入債務の減少132百万円、未払金の減少11百万円、法人税等の支払額200百万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、2,155百万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3,024百万円、定期預金の払戻による収入2,500百万円、有価証券の取得による支出4,200百万円、有価証券の売却による収入2,500百万円、敷金及び保証金の回収による収入47百万円、関係会社株式の売却による収入30百万円等によるものであります。   財務活動によるキャッシュ・フローは、218百万円の支出となりました。これは、主に配当金の支払額193百万円等によるものであります。      （３）業績予想に関する定性的情報  業績予想につきましては、平成23年６月13日の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」で公表いたしました通期の業績予想から変更はございません。  配当予想につきましては、平成24年１月16日の「配当予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、１株当たり期末配当を当初公表の25円から、50円に修正しております。内部留保の状況等を勘案し、株主還元を重視したものでございます。  今後も継続的に配当水準を維持するため、中期の経営目標といたしまして平成27年３月期売上高100億円、営業利益25億円を目標とし、以下の施策を実施してまいります。   ① 商品デリバリー体制の変更      本社基点の完全セントラルデリバリー体制から、店頭基点のデリバリー体制とのミックス体制へ移行。   ② 全ブランド、全サイズ（スモール、モデルサイズ、21.5cm～27cm）取扱店舗の拡充   ③ 路面店のアウトレット機能の一部常設   ④ チャネル戦略     平成27年３月期までに、店頭売上１億円規模の店舗20店舗を百貨店、駅ビル、ファッションビルへ出店。   ⑤ WEB通販の拡充     既存WEB通販チャネルの深耕及び新WEB通販チャネルへの進出。   ⑥ water massage®ブランド、water massage®インソールの外販     国内外においてwater massage®ブランドのライセンス供与及びwater massage®インソールの外販拡充。   ⑦ M&A     将来、営業利益率25％、営業利益10億円達成が見込まれる案件の掘り起こし。   ⑧ 海外への進出     マーケット動向を見極め、弾力的に対応。    ※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および合理的である 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。      四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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しております。    ２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 （１）四半期貸借対照表 （単位：千円）前事業年度 (平成23年３月31日) 当第３四半期会計期間 (平成23年12月31日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 4,886,280 3,712,840 受取手形及び売掛金 427,289 556,188 有価証券 1,000,000 2,700,000 商品 522,688 299,349 繰延税金資産 52,199 48,754 その他 62,987 89,579 貸倒引当金 △2,593 － 流動資産合計 6,948,852 7,406,713 固定資産   有形固定資産   建物（純額） 295,457 256,652 土地 1,099,220 1,099,220 その他（純額） 72,758 49,093 有形固定資産合計 1,467,436 1,404,966 無形固定資産   借地権 1,146,966 1,146,966 その他 63,475 48,094 無形固定資産合計 1,210,442 1,195,061 投資その他の資産   投資有価証券 1,346,706 1,338,057 長期預金 2,200,000 2,200,000 繰延税金資産 148,615 135,530 敷金及び保証金 591,410 495,224 役員に対する保険積立金 435,350 435,350 その他 209,037 84,311 貸倒引当金 △100,000 － 投資その他の資産合計 4,831,119 4,688,474 固定資産合計 7,508,998 7,288,503 資産合計 14,457,850 14,695,216 
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（単位：千円）前事業年度 (平成23年３月31日) 当第３四半期会計期間 (平成23年12月31日) 負債の部   流動負債   買掛金 285,843 153,766 未払金 101,389 88,999 未払法人税等 94,543 215,616 賞与引当金 36,500 30,243 返品調整引当金 28,270 39,077 ポイント引当金 19,247 16,392 その他 57,479 101,202 流動負債合計 623,274 645,296 固定負債   退職給付引当金 98,056 105,044 役員退職慰労引当金 130,990 131,268 資産除去債務 40,570 38,050 その他 75,406 50,573 固定負債合計 345,023 324,937 負債合計 968,298 970,234 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 16,307,669 16,551,795 自己株式 △7,118,148 △7,118,250 株主資本合計 14,497,436 14,741,460 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金 △50,767 △59,361 土地再評価差額金 △957,116 △957,116 評価・換算差額等合計 △1,007,883 △1,016,477 純資産合計 13,489,552 13,724,982 負債純資産合計 14,457,850 14,695,216 
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（２）四半期損益計算書 （第３四半期累計期間） （単位：千円）当第３四半期累計期間 (自 平成23年４月１日  至 平成23年12月31日) 売上高 4,562,604 売上原価 2,118,448 売上総利益 2,444,155 販売費及び一般管理費 1,745,978 営業利益 698,176 営業外収益  受取利息 8,873 受取手数料 30,553 その他 14,368 営業外収益合計 53,794 営業外費用 1,165 経常利益 750,806 特別利益  関係会社株式売却益 30,000 特別利益合計 30,000 特別損失  減損損失 10,894 投資有価証券評価損 2,698 特別損失合計 13,593 税引前四半期純利益 767,213 法人税等 329,961 四半期純利益 437,251 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）当第３四半期累計期間 (自 平成23年４月１日  至 平成23年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー  税引前四半期純利益 767,213 減価償却費 98,066 関係会社株式売却損益（△は益） △30,000 減損損失 10,894 引当金の増減額（△は減少） 6,366 受取利息及び受取配当金 △13,496 売上債権の増減額（△は増加） △128,898 たな卸資産の増減額（△は増加） 222,683 仕入債務の増減額（△は減少） △132,077 未払金の増減額（△は減少） △11,885 その他 75,387 小計 864,253 利息及び配当金の受取額 12,133 法人税等の支払額 △200,185 営業活動によるキャッシュ・フロー 676,201 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 △3,024,787 定期預金の払戻による収入 2,500,000 有価証券の取得による支出 △4,200,000 有価証券の売却による収入 2,500,000 有形固定資産の取得による支出 △2,002 無形固定資産の取得による支出 △4,175 敷金及び保証金の差入による支出 △159 敷金及び保証金の回収による収入 47,219 関係会社株式の売却による収入 30,000 その他 △1,959 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,155,863 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 △102 配当金の支払額 △193,630 その他 △24,833 財務活動によるキャッシュ・フロー △218,565 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,698,227 現金及び現金同等物の期首残高 2,386,280 現金及び現金同等物の四半期末残高 688,053 
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 該当事項はありません。         当社は靴製品等卸・小売事業のほか、不動産賃貸事業を行っておりますが、靴製品等卸・小売事業の売上高及び営業利益の金額が、いずれも事業セグメントの合計額の90％を超え、報告セグメントは当該事業のみであるため、セグメント情報の記載を省略しております。      該当事項はありません。        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）セグメント情報等
（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（７）重要な後発事象
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  （参考情報）   四半期損益計算書    （第３四半期累計期間）                                （単位：千円） 

         

４．その他
  前第３四半期累計期間 （自平成22年４月１日   至平成22年12月31日） 当第３四半期累計期間 （自平成23年４月１日   至平成23年12月31日） 前年同四半期比増減率 （％）  売上高  4,631,429  4,562,604  △1.5売上原価   2,126,353  2,118,448  △0.4 原価率（％）   45.9  46.4  －売上総利益   2,505,075  2,444,155  △2.4 売上総利益率（％）   54.1  53.6  －販売費及び一般管理費   1,844,908  1,745,978  △5.4 販管費率（％）   39.8  38.3  －営業利益   660,167  698,176  5.8 営業利益率（％）   14.3  15.3  －営業外収益  49,790  53,794  8.0営業外費用   2,488  1,165  △53.2経常利益   707,468  750,806  6.1 経常利益率（％）   15.3  16.5  －特別利益   328,542  30,000  △90.9特別損失   38,774  13,593  △64.9税引前四半期純利益   997,235  767,213  △23.1法人税等   274,470  329,961  20.2四半期純利益   722,765  437,251  △39.5 四半期純利益率（％）  15.6  9.6  －
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