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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、政府が掲げるデフレからの早期脱却と経済再生の

実現に向けた各種政策の効果が発現するなかで、企業収益の改善、景気回復への期待等を背景に、株価

の回復等もみられておりますが、海外景気の下振れから引き続き不透明な状況で推移しております。 

 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、個人消費が回復傾向にある一方で、

平成26年以降予定されている消費税増税への先行き不安等から、依然として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、小売業各社が同業他社や他業態との差別化のため、ＰＢ商

品の開発・販売拡大に取り組むなかで、一部でこれと連携しながらも、当社の強みである顧客の求める

価値を備えた機能商品を提供して、得意先との協業により売場の確保に努めております。また、前連結

会計年度に大きく伸長した海外シューズ事業の生産委託先について、生産能力の増強、安定生産体制の

確立に尽力しております。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、91億3,205万円（前年同期比：47.1%増）となり

ました。 

 利益につきましては、売上高の増加に加えて、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５億7,192万円（前年同期比：10.3%増）、経常利益は８億3,033万円（前

年同期比：47.6%増）、四半期純利益は５億1,505万円（前年同期比：47.5%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、パートナーショップやブランド

展開ショップに対して、販売支援から協業へと発展させ、販促企画の成功事例を多店舗展開することで

拡大に努めた結果、売上高は27億6,025万円（前年同期比：9.1%増）となりましたが、営業利益は３億

119万円（前年同期比：12.0%減）となりました。 

 海外シューズ事業については、海外での需要拡大を受けて、カンボジア工場を主に、安定生産体制の

確立と品質管理に尽力しており、売上高は41億2,012万円（前年同期比：117.6%増）、営業利益は１億

9,436万円（前年同期比：4.8%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を進めてきたことに加えて、現地材との

競合で苦戦を想定していた材料が健闘していることもあり、売上高は14億1,255万円（前年同期比：

57.4%増）、営業利益は１億7,239万円（前年同期比：312.1%増）となりました。 

スリッパ・日用品事業においては、問屋機能が失われつつある流通変革のなかで、ＧＭＳやホームセ

ンター等との取引拡大に努める一方で、物流改善や在庫削減等、収益改善に取り組んでおりますが、売

上高は８億3,911万円（前年同期比：5.4%減）、営業損失は3,362万円（前年同期は営業利益924万円）

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３億5,486万円増加し、
218億3,611万円となりました。 
 主な要因は、受取手形及び売掛金が５億5,095万円増加しましたが、商品が２億1,376万円減少したこ
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5,578万円減少し、38億
4,213万円となりました。 
 主な要因は、支払手形及び買掛金が５億2,435万円増加しましたが、未払法人税等が３億5,059万円、
賞与引当金が１億1,761万円、損害補償損失引当金が１億2,500万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４億1,064万円増加
し、179億9,397万円となりました。 
 主な要因は、株主資本が３億5,215万円、その他の包括利益累計額が5,849万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81.9％から82.4％になりました。 

  

第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に関する事項については、本日（平成25年８月５

日）公表の「平成26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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,154,651 9,002,669

受取手形及び売掛金 5,373,046 5,924,004

有価証券 2,935 2,936

商品 1,136,681 922,920

その他 992,004 1,082,033

貸倒引当金 △99,341 △100,949

流動資産合計 15,559,977 16,833,614

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,227,861 1,207,429

土地 2,024,542 2,024,542

その他（純額） 81,549 84,940

有形固定資産合計 3,333,953 3,316,913

無形固定資産 109,386 103,603

投資その他の資産   

投資有価証券 1,918,836 1,025,038

その他 703,008 700,861

投資損失引当金 △74,000 △74,000

貸倒引当金 △69,917 △69,917

投資その他の資産合計 2,477,927 1,581,982

固定資産合計 5,921,267 5,002,499

資産合計 21,481,244 21,836,113
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,282,010 1,806,362

未払法人税等 669,881 319,289

賞与引当金 223,000 105,385

損害補償損失引当金 375,000 250,000

その他 754,347 760,979

流動負債合計 3,304,239 3,242,016

固定負債   

退職給付引当金 497,612 504,330

その他 96,068 95,791

固定負債合計 593,680 600,122

負債合計 3,897,919 3,842,139

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 13,036,903 13,389,062

自己株式 △727,556 △727,556

株主資本合計 18,820,582 19,172,741

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 177,109 176,846

繰延ヘッジ損益 403,252 462,005

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 △1,237,257 △1,178,766

純資産合計 17,583,325 17,993,974

負債純資産合計 21,481,244 21,836,113
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,208,664 9,132,053

売上原価 4,446,266 7,043,544

売上総利益 1,762,397 2,088,509

販売費及び一般管理費 1,243,756 1,516,586

営業利益 518,641 571,922

営業外収益   

業務受託手数料 66,980 148,140

為替差益 － 72,953

その他 30,338 51,311

営業外収益合計 97,319 272,405

営業外費用   

業務受託費用 － 9,320

為替差損 48,751 －

その他 4,588 4,676

営業外費用合計 53,339 13,996

経常利益 562,620 830,331

特別利益   

投資有価証券売却益 － 34,305

特別利益合計 － 34,305

特別損失   

投資有価証券売却損 － 25,563

固定資産除却損 78 25

特別損失合計 78 25,589

税金等調整前四半期純利益 562,542 839,046

法人税等 213,298 323,996

少数株主損益調整前四半期純利益 349,244 515,050

少数株主利益 － －

四半期純利益 349,244 515,050
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 349,244 515,050

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,624 △262

繰延ヘッジ損益 △62,556 58,752

その他の包括利益合計 △73,180 58,490

四半期包括利益 276,063 573,540

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 276,063 573,540

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。 

  

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24年４月１日  至  平成24年６月30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 セグメント利益又は損失の調整額△60,134千円は、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 セグメント利益又は損失は、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25年４月１日  至  平成25年６月30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 セグメント利益又は損失の調整額△62,407千円は、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 セグメント利益又は損失は、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。 

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 2,530,820 1,893,747 897,422 886,674 6,208,664 ― 6,208,664

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 2,522 2,522 △2,522 ―

計 2,530,820 1,893,747 897,422 889,196 6,211,186 △2,522 6,208,664

セグメント利益又は損失(△) 342,210 185,491 41,833 9,240 578,775 △60,134 518,641

(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 2,760,255 4,120,124 1,412,556 839,116 9,132,053 ― 9,132,053

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 54,583 102 54,685 △54,685 ―

計 2,760,255 4,120,124 1,467,139 839,219 9,186,739 △54,685 9,132,053

セグメント利益又は損失(△) 301,198 194,361 172,398 △33,629 634,330 △62,407 571,922
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