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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策推進を背景に、円安や
株価の上昇等、景況感に改善の動きがみられるものの、全体としては先行き不透明な状況で推移いたし
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、景気回復への期待感から、消費意欲
の高まりがみられるものの、雇用・所得環境は依然低迷するなかで、消費税増税が予定されるなど、引
き続き先行き不透明な状況で推移しております。 
 このような環境のなか、当社グループは、得意先との協業により、売り場の確保に努めております
が、さらに、セグメント単位の取り組みを強化して、企画開発・生産・販売各部門の総合力を機能させ
て、商品力の強化に努めております。また、安定供給と品質の確保を 優先に掲げて、生産・品質管理
体制の確立に取り組んでおります。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、181億8,980万円（前年同期比 42.6％増）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おりますが、当期に
ついては、円安により全体の原価率が上昇したものの、売上高が大きく伸長したことから、営業利益
は、13億2,094万円（前年同期比18.1％増）、経常利益は、16億7,180万円（前年同期比 38.0％増）、
四半期純利益は、10億1,650万円（前年同期比 36.5％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、継続して売り場の確保に努めて
おり、パートナーショップやブランド展開ショップにおいて効果的な販促展開をおこなうとともに、新
規対象店舗にリテール支援活動を展開して、その拡大に努めております。売上高は、56億6,638万円
（前年同期比 9.3％増）となりましたが、円安により原価率が上昇して、営業利益は６億9,896万円
（前年同期比 10.3％減）となりました。 
 海外シューズ事業については、欧米向けを主に大きく伸長しており、さらに海外拡販体制へ向けて、
カンボジア工場の安定生産と品質管理を重点に取り組みを強化しております。売上高は、77億7,205万
円（前年同期比 123.1％増）、営業利益は４億1,523万円（前年同期比 33.0％増）となりました。 
 資材事業については、各種材料の新素材開発の協業を継続しており、好調に推移しておりますが、主
に現地材との競合に対処するため、人工皮革部門の強化に取り組んでおります。売上高は、29億9,294
万円（前年同期比 32.6％増）、営業利益は３億4,183万円（前年同期比 215.5％増）となりました。 
 スリッパ・日用品事業においては、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、17億5,842万円（前年同期比 4.1％
減）、営業利益は5,592万円（前年同期比 12.0％減）となりました。 

  

当第２四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４億7,283万円増加し、
219億5,407万円となりました。 
 主な要因は、商品が３億819万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が１億2,022万円減少したこと
等によるものであります。 
 当第２四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３億3,982万円減少し、
35億5,809万円となりました。 
 主な要因は、支払手形及び買掛金が２億944万円増加しましたが、未払法人税等が2,309万円、賞与引
当金が4,790万円、損害補償損失引当金が３億7,500万円減少したこと等によるものであります。 
 当第２四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８億1,266万円増加
し、183億9,598万円となりました。 
 主な要因は、株主資本が８億5,361万円増加しましたが、その他の包括利益累計額が4,094万円減少し
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81.9％から83.8％になりました。  

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

①資産、負債及び純資産の状況
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当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、
前連結会計年度末に比べ、９億1,243万円増加し、89億6,949万円となりました。 
 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり
ます。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は、５億5,040万円（前年同期間比 ３億5,429万円収入増）となりまし

た。 
 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が16億6,150万円、減価償却費が7,592万円、仕入債務
の増加が２億944万円あったこと等によるものであり、支出の主な内訳は、商品の増加が３億819万円、
損害補償損失引当金の減少が３億7,500万円、法人税等の支払が６億6,887万円あったこと等によるもの
であります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果得られた資金は、５億1,997万円（前年同期間比 ４億614万円収入増）となりまし

た。 
 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入が１億5,066万円、投資有価証券の売却及び償還によ
る収入が10億7,958万円、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出が５億88万円、投資有価証券
の取得による支出が１億7,746万円あったこと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） 
財務活動の結果使用した資金は、１億6,294万円（前年同期間比 92万円支出増）となりました。 

 これは配当金の支払によるものであります。 

  

通期の連結業績予想に関する事項については、平成25年10月21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。 

  

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２四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キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,154,651 9,414,125

受取手形及び売掛金 5,373,046 5,252,819

有価証券 2,935 2,936

商品 1,136,681 1,444,874

その他 992,004 991,431

貸倒引当金 △99,341 △102,914

流動資産合計 15,559,977 17,003,272

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,227,861 1,186,997

土地 2,024,542 2,024,542

その他（純額） 81,549 79,507

有形固定資産合計 3,333,953 3,291,048

無形固定資産 109,386 102,282

投資その他の資産

投資有価証券 1,918,836 999,335

その他 703,008 658,057

投資損失引当金 △74,000 △74,000

貸倒引当金 △69,917 △25,917

投資その他の資産合計 2,477,927 1,557,476

固定資産合計 5,921,267 4,950,807

資産合計 21,481,244 21,954,079
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,282,010 1,491,453

未払法人税等 669,881 646,789

賞与引当金 223,000 175,100

損害補償損失引当金 375,000 －

その他 754,347 637,966

流動負債合計 3,304,239 2,951,309

固定負債

退職給付引当金 497,612 511,048

その他 96,068 95,733

固定負債合計 593,680 606,781

負債合計 3,897,919 3,558,091

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 13,890,514

自己株式 △727,556 △727,556

株主資本合計 18,820,582 19,674,192

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 177,109 172,963

繰延ヘッジ損益 403,252 366,450

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 △1,278,205

純資産合計 17,583,325 18,395,987

負債純資産合計 21,481,244 21,954,079
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 12,758,337 18,189,803

売上原価 9,027,142 13,926,883

売上総利益 3,731,195 4,262,919

販売費及び一般管理費 2,612,308 2,941,979

営業利益 1,118,886 1,320,940

営業外収益

業務受託手数料 118,910 278,138

その他 59,118 98,518

営業外収益合計 178,029 376,657

営業外費用

売上割引 866 670

業務受託費用 3,599 16,614

為替差損 71,390 －

その他 10,042 8,505

営業外費用合計 85,898 25,790

経常利益 1,211,018 1,671,806

特別利益

投資有価証券売却益 10,122 34,449

特別利益合計 10,122 34,449

特別損失

固定資産除却損 78 80

投資有価証券売却損 － 25,565

投資有価証券評価損 20,518 19,101

特別損失合計 20,596 44,747

税金等調整前四半期純利益 1,200,543 1,661,508

法人税等 455,979 645,006

少数株主損益調整前四半期純利益 744,564 1,016,502

少数株主利益 － －

四半期純利益 744,564 1,016,502
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 744,564 1,016,502

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 182 △4,145

繰延ヘッジ損益 △82,647 △36,802

その他の包括利益合計 △82,465 △40,948

四半期包括利益 662,098 975,554

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 662,098 975,554

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,200,543 1,661,508

減価償却費 74,735 75,924

負ののれん償却額 △3,981 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,115 2,928

長期未払金の増減額（△は減少） △3,621 △297

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,150 13,436

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,200 △47,900

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） － △375,000

受取利息及び受取配当金 △16,618 △24,100

支払利息 1,667 1,404

投資有価証券売却損益（△は益） △10,122 △8,883

投資有価証券評価損益（△は益） 20,518 19,101

固定資産除却損 78 80

為替差損益（△は益） 7,789 △1,816

売上債権の増減額（△は増加） △507,247 120,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △291,629 △308,193

その他の流動資産の増減額（△は増加） △551 △51,867

デリバティブ資産の増減額（△は増加） 3,869 2,695

その他の固定資産の増減額（△は増加） △4,893 △546

仕入債務の増減額（△は減少） 332,940 209,443

その他の流動負債の増減額（△は減少） △25,108 △95,503

デリバティブ負債の増減額（△は減少） △41,523 3,219

その他の固定負債の増減額（△は減少） 201 0

未収消費税等の増減額（△は増加） △2,394 9,110

未払消費税等の増減額（△は減少） △74,363 △7,022

その他 △520 △2,698

小計 750,236 1,195,253

利息及び配当金の受取額 16,772 25,432

利息の支払額 △1,667 △1,404

法人税等の支払額 △569,232 △668,873

営業活動によるキャッシュ・フロー 196,109 550,407
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

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 △200,000 △500,887

定期預金の払戻による収入 500,000 150,668

有形固定資産の取得による支出 △23,193 △24,577

無形固定資産の取得による支出 △11,096 △14,004

投資有価証券の取得による支出 △363,279 △177,465

投資有価証券の売却及び償還による収入 220,047 1,079,582

出資金の回収による収入 － 100

貸付けによる支出 △2,000 △250

貸付金の回収による収入 2,648 2,529

その他 △9,301 4,278

投資活動によるキャッシュ・フロー 113,824 519,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △162,016 △162,942

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,016 △162,942

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,779 4,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,137 912,430

現金及び現金同等物の期首残高 6,965,837 8,057,066

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,105,974 8,969,497
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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２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 セグメント利益の調整額△144,694千円は、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２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９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 セグメント利益の調整額△191,019千円は、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。 

  

  

  

  

（４）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 5,184,309 3,484,009 2,256,420 1,833,598 12,758,337 ― 12,758,337

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 11,057 11,057 △11,057 ―

計 5,184,309 3,484,009 2,256,420 1,844,655 12,769,395 △11,057 12,758,337

セグメント利益 779,454 312,260 108,342 63,524 1,263,581 △144,694 1,118,886

(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 5,666,384 7,772,053 2,992,941 1,758,424 18,189,803 ― 18,189,803

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 142,327 2,782 145,109 △145,109 ―

計 5,666,384 7,772,053 3,135,268 1,761,207 18,334,913 △145,109 18,189,803

セグメント利益 698,962 415,235 341,839 55,923 1,511,960 △191,019 1,320,940
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