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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 20,295 26.9 2,062 37.5 2,272 48.0 1,397 60.7
24年3月期第3四半期 15,989 2.5 1,500 47.8 1,535 82.4 869 76.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,622百万円 （97.9％） 24年3月期第3四半期 819百万円 （142.3％）

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

25年3月期第3四半期 171.59 ―
24年3月期第3四半期 106.80 ―

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

25年3月期第3四半期 20,060 17,334 86.4 2,128.33
24年3月期 18,821 15,997 85.0 1,964.15
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 17,334百万円 24年3月期 15,997百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
25年3月期 ― 15.00 ―
25年3月期（予想） 20.00 35.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 ： 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 26,900 27.2 2,000 23.1 2,350 33.1 1,460 45.7 179.26



(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．サマリー情報(注記事項)に関する事項（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

（注） 詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」
をご覧下さい。

(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

四半期連結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、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算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」をご覧下さい。

※  注記事項

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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 8,842,636 株 24年3月期 8,842,636 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 698,063 株 24年3月期 698,063 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 8,144,573 株 24年3月期3Q 8,144,640 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、復興需要の本格化等を背景に、一部で景気持ち直しの動
きが見られたものの、円高の長期化、世界経済の減速に伴う輸出の鈍化などから、先行きの不透明感が
払拭されない状況が続きました。 
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、企業収益や個人消費に緩やかな回復

が見られたものの、先行きは依然として不透明な状況となっております。 
このような環境のなか、当社グループは、競争力のある商品を安定的に供給するために生産管理体制

を強化するとともに、継続して売場の確保に努めており、売場から消費者ニーズを吸い上げて、企画や
物つくりにフィードバックする仕組みを作り、顧客の求める価値を備えた機能商品を提供することで、
収益力の向上に努めております。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、202億9,591万円（前年同期比 26.9％増）とな
りました。 
事業の種類別の状況につきましては、国内シューズ事業においては、引き続き商品力の強化に努め、

売場の確保、提案、メンテナンス等リテールサポートを重点的に実施した結果、得意先の賛同を得て、
売上高は77億5,776万円（前年同期比 4.3％増）となりました。 
海外シューズ事業については、株式会社アシックスの海外販社へ向けた販売が飛躍的な伸長を続けて

おり、カンボジア工場での生産力の拡充と品質の向上に尽力しております。その結果、海外シューズ事
業の売上高は、59億8,089万円（前年同期比 112.7％増）となりました。 
資材事業については、資材メーカーとの新素材開発等の協業が奏功して好調に推移しており、売上高

は、34億9,486万円（前年同期比 37.0％増）となりました。  
スリッパ・日用品事業においては、ＧＭＳ（総合スーパー）やホームセンター等との取引拡大に向け

て、機能商品・戦略商品の提案を進めておりますが、売上高は30億6,239万円（前年同期比 3.9％減）
となりました。  
利益につきましては、機能性の向上や新素材開発等により収益力向上に努めていることから、営業利

益は20億6,275万円（前年同期比 37.5％増）、経常利益は22億7,261万円（前年同期比 48.0％増）、四
半期純利益は13億9,749万円（前年同期比 60.7％増）となりました。  

  

当第３四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12億3,973万円増加し、
200億6,096万円となりました。 
 主な要因は、受取手形及び売掛金が10億9,053万円増加しましたが、現金及び預金が１億1,316万円、
商品が4,445万円減少したこと等によるものであります。 
 当第３四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9,744万円減少し、27億
2,660万円となりました。 
 主な要因は、支払手形及び買掛金が３億9,792万円増加しましたが、未払法人税等が１億1,729万円減
少したこと等によるものであります。 
 当第３四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13億3,718万円増加
し、173億3,435万円となりました。 
 主な要因は、株主資本が11億1,243万円、その他の包括利益累計額が２億2,474万円増加したことによ
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85.0％から86.4％になりました。 

  

通期の連結業績予想に関する事項については、本日（平成25年２月５日）公表の「平成25年３月期業
績予想の修正に関するお知らせ」を参照して下さい。 

  

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 

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見積実効税率を乗じて計
算しております。 

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月
１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しており
ます。 
 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,462,903 7,349,737

受取手形及び売掛金 4,404,104 5,494,640

有価証券 102,013 20,943

商品 1,151,288 1,106,829

その他 328,442 565,954

貸倒引当金 △53,591 △49,570

流動資産合計 13,395,161 14,488,534

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,287,461 1,239,003

土地 2,024,542 2,024,542

その他（純額） 80,369 68,774

有形固定資産合計 3,392,373 3,332,319

無形固定資産 129,913 112,989

投資その他の資産   

投資有価証券 1,234,258 1,516,511

その他 700,606 680,609

貸倒引当金 △31,088 △70,005

投資その他の資産合計 1,903,776 2,127,116

固定資産合計 5,426,063 5,572,425

資産合計 18,821,225 20,060,960
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 661,904 1,059,825

未払法人税等 584,258 466,963

賞与引当金 152,400 78,499

損害補償損失引当金 70,000 －

その他 778,145 524,611

流動負債合計 2,246,708 2,129,900

固定負債   

退職給付引当金 470,404 499,123

負ののれん 7,962 1,990

その他 98,981 95,593

固定負債合計 577,348 596,707

負債合計 2,824,057 2,726,608

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 11,952,290 13,064,725

自己株式 △727,556 △727,556

株主資本合計 17,735,969 18,848,404

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78,117 114,647

繰延ヘッジ損益 700 188,919

土地再評価差額金 △1,817,618 △1,817,618

その他の包括利益累計額合計 △1,738,800 △1,514,051

純資産合計 15,997,168 17,334,352

負債純資産合計 18,821,225 20,060,960
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 15,989,526 20,295,913

売上原価 10,691,400 14,450,079

売上総利益 5,298,126 5,845,833

販売費及び一般管理費 3,797,629 3,783,075

営業利益 1,500,496 2,062,758

営業外収益   

業務受託手数料 98,811 209,687

その他 92,077 95,290

営業外収益合計 190,889 304,977

営業外費用   

売上割引 1,130 1,412

為替差損 130,193 29,775

貸倒引当金繰入額 － 37,000

その他 24,322 26,936

営業外費用合計 155,645 95,124

経常利益 1,535,739 2,272,611

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10,418

特別利益合計 － 10,418

特別損失   

固定資産除却損 688 675

投資有価証券売却損 － 2,961

投資有価証券評価損 － 20,908

特別損失合計 688 24,544

税金等調整前四半期純利益 1,535,051 2,258,484

法人税等 665,231 860,989

少数株主損益調整前四半期純利益 869,820 1,397,495

少数株主利益 － －

四半期純利益 869,820 1,397,495
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 869,820 1,397,495

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,673 36,530

繰延ヘッジ損益 △57,767 188,219

土地再評価差額金 201 －

その他の包括利益合計 △49,892 224,749

四半期包括利益 819,927 1,622,244

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 819,927 1,622,244

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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

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△180,048千円は、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３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

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△203,693千円は、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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

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 7,439,850 2,811,749 2,551,442 3,186,482 15,989,526 ― 15,989,526

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 601 34,841 35,443 △35,443 ―

計 7,439,850 2,811,749 2,552,044 3,221,324 16,024,970 △35,443 15,989,526

セグメント利益 1,171,945 156,102 59,171 293,324 1,680,544 △180,048 1,500,496

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

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 7,757,760 5,980,893 3,494,869 3,062,390 20,295,913 ― 20,295,913

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 26,841 26,841 △26,841 ―

計 7,757,760 5,980,893 3,494,869 3,089,231 20,322,755 △26,841 20,295,913

セグメント利益 1,299,161 586,203 198,117 182,970 2,266,452 △203,693 2,062,758

（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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