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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の業績（平成27年４月１日～平成27年12月31日）

（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 ％

28年３月期第３四半期 2,755 △13.2 44 △9.8 △171 － △266 －

27年３月期第３四半期 3,173 △14.1 49 △81.4 144 △56.1 204 3.2
　

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

28年３月期第３四半期 △36.59 －

27年３月期第３四半期 27.20 －
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第３四半期 13,627 12,874 94.5

27年３月期 14,045 13,232 94.2
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 12,874百万円 27年３月期 13,232百万円
　

　　

２．配当の状況

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

27年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00

28年３月期 － 0.00 －

28年３月期(予想) 10.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

　

３．平成28年３月期の業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 3,430 △11.9 △100 － △410 － △520 － △71.48
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ.３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (１)四半期財務諸表の作成に特有の会
　 計処理の適用」をご覧ください。

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期３Ｑ 12,984,233株 27年３月期 12,984,233株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 5,709,358株 27年３月期 5,709,248株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 7,274,926株 27年３月期３Ｑ 7,516,497株
　

　

※ 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おりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)
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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

当第３四半期累計期間における我が国経済は、政府及び日銀の各種政策の効果を背景に、企業収益の向上、

雇用・所得環境の改善がみられるなど、緩やかな回復基調となりましたが、中国経済の減速懸念など景気の先

行きについては不透明な状況が続いております。

婦人靴業界におきましては、スニーカーブームによるカジュアル化の傾向がより進み、機能性や履き心地と

いった消費者ニーズが高まっております。また、インバウンド需要の増加など一部明るい兆しもありますが、

平成26年４月の消費税増税以降、個人消費の低迷が継続するなか、原材料価格・人件費が上昇するなど依然と

して厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社は、履き心地が良く高品質で品格がある当社独自の靴の開発を行うとともに、店

頭でのフィッティングを中心としたコンサルティングセールスの強化に努めましたが、前事業年度からの持ち

越し商品の消化を優先し新規商品の投入が十分にできなかったこと、春夏物のセールの開始時期が前事業年度

よりも後ろ倒しかつ分散化し盛り上がりに欠けたこと、暖冬の影響から秋冬物が振るわなかったことから売上

高が低調に推移するなど苦戦が続きました。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,755百万円(前年同四半期比13.2％減)となり、販管費を削減し

たものの、売上高及び売上総利益の減少を補うことができず、営業利益は44百万円(前年同四半期比9.8％減)と

なりました。また、有価証券利息64百万円、投資有価証券評価益32百万円等を計上した一方で、投資有価証券

評価損368百万円を計上したことにより171百万円の経常損失(前年同四半期は144百万円の経常利益)となり、四

半期純損失は266百万円(前年同四半期は204百万円の四半期純利益)となりました。

なお、当第３四半期累計期間の店舗出退店数は、退店５店舗の他、ミックスブランド化による店舗統合を行

った結果、当第３四半期会計期間末の店舗数は77店舗となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末における資産は、前事業年度に比べ417百万円減少し、13,627百万円となりました。

主な増減は、現金及び預金の減少1,082百万円、有価証券の減少624百万円、商品の減少237百万円、投資有価証

券の増加1,639百万円等であります。

負債につきましては、前事業年度に比べ60百万円減少し、752百万円となりました。主な増減は、買掛金の減

少109百万円、未払法人税等の減少31百万円、返品調整引当金の増加29百万円、繰延税金負債の増加48百万円等

であります。

また、純資産につきましては、前事業年度に比べ357百万円減少し、12,874百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の減少338百万円、その他有価証券評価差額金の減少18百万円等であります。

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、前事業年度に比べ606百万円

減少し、当第３四半期会計期間末には593百万円となりました。

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動の結果獲得した資金は177百万円(前年同四半期比4百万円増加)となりました。これは主に、税引前

四半期純損失215百万円、投資有価証券評価損益335百万円、売上債権の増加128百万円、たな卸資産の減少238

百万円等によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は711百万円(前年同四半期は656百万円の獲得)となりました。これは主に、定

期預金の預入による支出4,000百万円、定期預金の払戻による収入5,100百万円、投資有価証券の取得による支

出3,804百万円、投資有価証券の売却による収入1,800百万円等によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は72百万円(前年同四半期比695百万円減少)となりました。これは主に、配当金

の支払額72百万円等よるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成27年11月２日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通

期の業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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、税引前当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。

　また、経営環境等に著しい変化がある場合には、繰延税金資産の回収可能性において、その影響を加味して

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

該当事項はありません。
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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27年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,549,673 5,467,122

売掛金 229,351 357,927

有価証券 1,000,022 375,940

商品 532,799 295,448

繰延税金資産 50,515 50,895

その他 57,565 95,829

流動資産合計 8,419,928 6,643,164

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 184,305 152,802

土地 1,099,220 1,099,220

その他（純額） 38,639 31,163

有形固定資産合計 1,322,165 1,283,187

無形固定資産

借地権 1,146,966 1,146,966

その他 41,761 34,236

無形固定資産合計 1,188,728 1,181,203

投資その他の資産

投資有価証券 1,943,195 3,582,805

長期預金 700,000 700,000

繰延税金資産 15,853 －

敷金及び保証金 193,226 192,953

役員に対する保険積立金 225,800 26,002

その他 36,374 17,979

投資その他の資産合計 3,114,450 4,519,741

固定資産合計 5,625,344 6,984,132

資産合計 14,045,272 13,627,296
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 202,139 93,095

未払金 81,785 75,236

未払法人税等 44,192 12,474

賞与引当金 24,320 14,905

返品調整引当金 53,080 82,311

ポイント引当金 14,369 14,843

その他 48,871 64,827

流動負債合計 468,758 357,693

固定負債

退職給付引当金 141,179 144,021

役員退職慰労引当金 159,013 159,958

資産除去債務 26,403 24,997

繰延税金負債 － 48,186

その他 17,863 17,719

固定負債合計 344,460 394,883

負債合計 813,218 752,576

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 16,239,671 15,900,766

自己株式 △7,501,129 △7,501,222

株主資本合計 14,046,456 13,707,459

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 142,714 124,376

土地再評価差額金 △957,116 △957,116

評価・換算差額等合計 △814,402 △832,739

純資産合計 13,232,054 12,874,719

負債純資産合計 14,045,272 13,627,296
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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)
前第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 3,173,782 2,755,646

売上原価 1,697,191 1,458,530

売上総利益 1,476,590 1,297,115

販売費及び一般管理費 1,427,248 1,252,615

営業利益 49,342 44,500

営業外収益

受取利息 28,811 30,659

有価証券利息 18,122 64,099

投資有価証券評価益 － 32,470

受取手数料 25,366 6,376

その他 23,111 18,758

営業外収益合計 95,412 152,363

営業外費用

投資有価証券評価損 － 368,450

支払手数料 474 －

営業外費用合計 474 368,450

経常利益又は経常損失（△） 144,280 △171,586

特別利益

投資有価証券売却益 174,571 －

特別利益合計 174,571 －

特別損失

減損損失 6,806 30,948

店舗閉鎖損失 － 12,850

特別損失合計 6,806 43,798

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 312,045 △215,384

法人税等 107,572 50,770

四半期純利益又は四半期純損失（△） 204,472 △266,155
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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又は税引前四半期純損失（△） 312,045 △215,384

減価償却費 63,579 43,826

減損損失 6,806 30,948

引当金の増減額（△は減少） 34,145 24,078

受取利息及び受取配当金 △53,727 △98,615

投資有価証券売却損益（△は益） △174,571 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 335,980

売上債権の増減額（△は増加） 46,781 △128,576

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,571 238,025

仕入債務の増減額（△は減少） △142,231 △109,044

その他 △44,546 25,571

小計 127,854 146,809

利息及び配当金の受取額 66,859 105,417

法人税等の支払額 △75,369 △74,549

法人税等の還付額 54,153 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,498 177,677

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 △5,000,000 △4,000,000

定期預金の払戻による収入 4,000,000 5,100,000

有価証券の取得による支出 △499,864 －

有価証券の売却による収入 1,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △54,071 △9,306

投資有価証券の取得による支出 － △3,804,830

投資有価証券の売却による収入 932,462 1,800,000

保険積立金の解約による収入 220,838 210,347

敷金及び保証金の回収による収入 122,856 282

その他 △65,568 △8,086

投資活動によるキャッシュ・フロー 656,652 △711,592

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 △382,558 △92

配当金の支払額 △384,420 △72,625

その他 △915 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △767,894 △72,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,256 △606,632

現金及び現金同等物の期首残高 405,926 1,199,695

現金及び現金同等物の四半期末残高 468,182 593,063
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（４）四半期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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。
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