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1.  平成25年12月期第3四半期の業績（平成24年12月21日～平成25年9月20日） 

 

(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 ％

25年12月期第3四半期 12,784 1.0 △437 ― △287 ― △197 ―
24年12月期第3四半期 12,658 4.3 305 △17.9 352 △5.9 191 △7.5

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12月期第3四半期 △38.72 ―
24年12月期第3四半期 37.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 13,588 5,954 43.8
24年12月期 12,011 6,193 51.6
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  5,954百万円 24年12月期  6,193百万円

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12月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00
25年12月期 ― 6.00 ―
25年12月期（予想） 6.00 12.00

3. 平成25年12月期の業績予想（平成24年12月21日～平成25年12月20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 17,262 △5.1 20 △96.5 130 △80.8 78 △78.9 15.29



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

※  注記事項

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12月期3Q 5,120,700 株 24年12月期 5,120,700 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 20,761 株 24年12月期 19,733 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 5,100,331 株 24年12月期3Q 5,101,558 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中であります。 

※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、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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、積極的な財政政策や過去 大規模の金融緩和策、民間

需要の拡大により、景気が持続的な回復をしてまいりました。また今後につきましても、年度末にかけ

て消費税率引き上げ前の駆け込み需要が見込まれる為、さらに継続して景気が回復すると思われます。

しかしながら、円安による輸入物価の上昇や消費税率の引き上げ等、個人の消費マインドに影を落とす

ような懸念材料が存在しており、先行きについては依然として楽観できない状況にあります。わが靴業

界につきましても長引く個人消費の低迷から、購入機会の減少や購入単価の低下が続く等、業界を取り

巻く環境は引き続き、厳しい状況にあります。 

このような状況の下、当社は前事業年度をもってサイクル事業から撤退し、売上の落ち込みが予想さ

れましたが、婦人靴・紳士靴の売上が引き続き好調だった為、前年同四半期を上回る売上高を確保する

ことができました。しかしながら売上総利益につきましては、主に円安要因による売上原価上昇への対

応の遅れにより、前年同四半期を下回ってしまいました。また営業損益につきましても、販売費及び一

般管理費を前年同四半期に比べて、減少させることはできたものの、売上総利益の落ち込みを補うこと

ができず、前年同四半期を上回ることができませんでした。 

経常損益につきましては、為替差益等の営業外収益が前年同四半期を上回ったものの、営業損益の落

ち込みを補えず、前年同四半期を上回ることができませんでした。また四半期純損益につきましても、

それらの影響から前年同四半期を上回ることができませんでした。 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は127億84百万円（前年同四半期比1.0％増）、売上総利益

は21億70百万円（前年同四半期比28.9％減）、営業損失は４億37百万円（前年同四半期は営業利益３億

５百万円）、経常損失は２億87百万円（前年同四半期は経常利益３億52百万円）となり、四半期純損失

は１億97百万円（前年同四半期は四半期純利益１億91百万円）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況   

(資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べ13億50百万円増加し、97億88百万円となりました。これは、主に

受取手形及び売掛金が13億66百万円減少した一方で、現金及び預金が４億21百万円、電子記録債権が

９億43百万円、商品が11億27百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ２億26百万円増加し、37億99百万円となりました。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べ15億77百万円増加し、135億88百万円となりました。 
  

(負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ18億15百万円増加し、70億46百万円となりました。これは、主に

未払法人税等が１億63百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が８億68百万円、短期借入金が11

億50百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ０百万円増加し、５億87百万円となりました。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べ18億16百万円増加し、76億34百万円となりました。 
  

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ２億38百万円減少し、59億54百万円となりました。これは、主

に利益剰余金が２億73百万円減少したこと等によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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平成25年12月期通期の業績につきましては、円安による売上原価の上昇に対してスムーズに価格転嫁

をすることができなかったこと、また今後の見通しに不確実な要素が多いことから、平成25年５月７日

に発表いたしました業績予想に修正しております。今後の業績推移に応じて、修正の必要性が生じた場

合には速やかに公表いたします。  

  

該当事項はありません。 

  

（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年12月21日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報

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

（２）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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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年12月20日)

当第３四半期会計期間
(平成25年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,006,868 1,428,676

受取手形及び売掛金 5,741,919 4,375,136

電子記録債権 － 943,985

商品 1,517,665 2,645,656

その他 171,721 395,381

貸倒引当金 △591 △554

流動資産合計 8,437,583 9,788,282

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 415,124 436,072

土地 1,379,368 1,480,662

その他（純額） 39,593 34,080

有形固定資産合計 1,834,086 1,950,815

無形固定資産 51,402 41,337

投資その他の資産

投資有価証券 923,458 1,070,907

関係会社株式 8,368 8,368

投資不動産（純額） 538,462 531,288

その他 223,499 203,704

貸倒引当金 △5,834 △6,484

投資その他の資産合計 1,687,953 1,807,784

固定資産合計 3,573,443 3,799,937

資産合計 12,011,026 13,588,219

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,650,180 3,518,388

短期借入金 1,500,000 2,650,000

1年内返済予定の長期借入金 60,960 20,600

未払法人税等 168,222 4,244

賞与引当金 57,693 85,226

その他 793,830 767,889

流動負債合計 5,230,886 7,046,349

固定負債

長期借入金 5,360 －

退職給付引当金 258,045 247,936

役員退職慰労引当金 93,846 88,760

資産除去債務 2,190 2,190

その他 227,627 248,805

固定負債合計 587,069 587,692

負債合計 5,817,956 7,634,041
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年12月20日)

当第３四半期会計期間
(平成25年９月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 961,720 961,720

資本剰余金 838,440 838,440

利益剰余金 4,163,459 3,889,471

自己株式 △10,609 △11,240

株主資本合計 5,953,010 5,678,390

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 238,328 259,793

繰延ヘッジ損益 1,731 15,993

評価・換算差額等合計 240,060 275,787

純資産合計 6,193,070 5,954,178

負債純資産合計 12,011,026 13,588,219
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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23年12月21日
 至 平成24年９月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年12月21日
 至 平成25年９月20日)

売上高 12,658,459 12,784,780

売上原価 9,604,625 10,613,909

売上総利益 3,053,834 2,170,871

販売費及び一般管理費 2,748,665 2,608,709

営業利益又は営業損失（△） 305,168 △437,838

営業外収益

受取利息 3,043 5,482

受取配当金 9,905 14,974

仕入割引 2,684 5,718

受取賃貸料 25,435 46,236

為替差益 2,144 86,908

保険解約返戻金 2,415 10,003

その他 10,123 8,891

営業外収益合計 55,752 178,214

営業外費用

支払利息 4,907 6,728

手形売却損 1,697 1,517

賃貸費用 － 18,259

貸与資産減価償却費 2,305 －

その他 － 1,325

営業外費用合計 8,910 27,830

経常利益又は経常損失（△） 352,011 △287,454

特別利益

固定資産売却益 351 －

投資有価証券売却益 264 －

特別利益合計 616 －

特別損失

固定資産除却損 302 1

固定資産売却損 88 37

特別損失合計 391 38

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 352,236 △287,493

法人税、住民税及び事業税 205,026 10,241

法人税等調整額 △43,941 △100,256

法人税等合計 161,085 △90,014

四半期純利益又は四半期純損失（△） 191,150 △197,478
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該当事項はありません。  

  

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）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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