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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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2四半期 12,758 19.8 1,118 15.8 1,211 28.5 744 35.4
24年3月期第2四半期 10,648 5.9 966 92.7 942 163.3 549 168.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 662百万円 （45.2％） 24年3月期第2四半期 456百万円 （664.3％）

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2四半期 91.42 ―
24年3月期第2四半期 67.50 ―

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2四半期 19,655 16,496 83.9 2,025.44
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2四半期 16,496百万円 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 ： 有

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 24,000 13.5 1,720 5.9 2,000 13.3 1,170 16.8 143.65



(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）３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2Q 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2Q 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2Q 8,144,573 株 24年3月期2Q 8,144,646 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災に伴う復興需要を支えに、回復傾向を示し

ているものの、欧州債務危機による世界経済減速の影響を受けるなか、引き続き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、企業収益や個人消費に緩やかな回復

が見られるものの、景気の先行きは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、消費者の多様なニーズを充足させる機能商品を確立するた

め、ブランドごとの企画開発力を向上させ、機能面を数値で検証した訴求力のある商品を提供して、プ

ロモーションと連係させて消費者の立場で買いやすい売場づくりを推進してまいりました。 

 また、競争力のある商品を安定的に供給するため、生産メーカーとの関係強化を図り、生産力の強化

に継続して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、127億5,833万円（前年同期比 19.8％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、ブランド

展開ショップの店舗巡回を強化して売場提案・売場演出を推進し、他店舗との差別化を図り、得意先と

売上で相乗効果が期待できる店舗の育成に努めました。その結果、国内シューズ事業の売上高は51億

8,430万円（前年同期比 3.5％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て、主に欧米向けの販売が倍増

するなど、大きな伸長を続けており、さらにグローバルニーズに応えるため、設立に当たってその一部

を出資したカンボジア靴工場を中心に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、34億8,400万円（前年同期比 94.0％増）となりました。 

 資材事業については、海外メーカーに対する輸出取引が主であり、円高で厳しい状況が続くなかで、

価格競争力、新素材開発で内外の資材メーカーとの協業をすすめており、売上高は22億5,642万円（前

年同期比 23.6％増）となりました。 

 スリッパ・日用品事業では、問屋向け販売が減少するなかで、大手・中堅のＧＭＳ（総合スーパー）

との取引拡大に努めておりますが、収益の確保に苦戦しており、売上高は18億3,359万円（前年同期比 

9.0％減）となりました。 

 利益につきましては、シューズ・スリッパの生産にあたって、品質・納期・コストに対する要求が厳

しくなってきており、収益を圧迫する要因の一つとなっているなか、機能性の向上や新素材開発等によ

り継続的に収益力の向上に取り組んでおります。当第２四半期連結累計期間については、営業利益は11

億1,888万円（前年同期比 15.8％増）、経常利益は12億1,101万円（前年同期比 28.5％増）、四半期純

利益は７億4,456万円（前年同期比 35.4％増）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、８億3,430万円増加し、196億

5,552万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が５億533万円、商品が２億9,162万円増加

しましたが、現金及び預金が１億5,987万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の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、３億3,509万円増加し、31億

5,915万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が３億3,294万円増加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の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、４億9,920万円増加し、164

億9,637万円となりました。主な要因は、株主資本が５億8,167万円増加しましたが、その他の包括利益

累計額が8,246万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85.0％から83.9％となりました。 

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
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②キャッシュ・フローの状況 

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、１億4,013万円増加し、71億597万円となりました。 

 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、１億9,610万円となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が12億54万円、減価償却費が7,473万円、仕入債務の

増加が３億3,294万円あったこと等によるものであり、支出の主な内訳は、売上債権の増加が５億724万

円、商品の増加が２億9,162万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、１億1,382万円となりました。 

 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入が５億円、投資有価証券の売却及び償還による収入が

２億2,004万円、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出が２億円、投資有価証券の取得による

支出が３億6,327万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、１億6,201万円となりました。 

 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、本日（平成24年11月５日）公表の「平成25年３月期

第２四半期業績予想との差異及び通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。 

  

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２四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。 

  

（３）連結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）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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,462,903 7,303,029

受取手形及び売掛金 4,404,104 4,909,435

有価証券 102,013 144,573

商品 1,151,288 1,442,917

その他 328,442 392,472

貸倒引当金 △53,591 △56,788

流動資産合計 13,395,161 14,135,639

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,287,461 1,259,687

土地 2,024,542 2,024,542

その他（純額） 80,369 74,161

有形固定資産合計 3,392,373 3,358,391

無形固定資産 129,913 122,183

投資その他の資産   

投資有価証券 1,234,258 1,372,522

その他 700,606 699,795

貸倒引当金 △31,088 △33,005

投資その他の資産合計 1,903,776 2,039,312

固定資産合計 5,426,063 5,519,887

資産合計 18,821,225 19,655,526
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 661,904 994,845

未払法人税等 584,258 469,241

賞与引当金 152,400 220,600

損害補償損失引当金 70,000 70,000

その他 778,145 817,430

流動負債合計 2,246,708 2,572,116

固定負債   

退職給付引当金 470,404 487,555

負ののれん 7,962 3,981

その他 98,981 95,497

固定負債合計 577,348 587,034

負債合計 2,824,057 3,159,151

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 12,533,963

自己株式 △727,556 △727,556

株主資本合計 17,735,969 18,317,641

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 78,299

繰延ヘッジ損益 700 △81,946

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 △1,821,266

純資産合計 15,997,168 16,496,375

負債純資産合計 18,821,225 19,655,526
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 10,648,085 12,758,337

売上原価 7,124,399 9,027,142

売上総利益 3,523,686 3,731,195

販売費及び一般管理費 2,557,580 2,612,308

営業利益 966,106 1,118,886

営業外収益   

業務受託手数料 63,152 118,910

その他 64,091 59,118

営業外収益合計 127,243 178,029

営業外費用   

売上割引 1,357 866

為替差損 138,142 71,390

その他 11,375 13,641

営業外費用合計 150,875 85,898

経常利益 942,474 1,211,018

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10,122

特別利益合計 － 10,122

特別損失   

固定資産除却損 504 78

投資有価証券評価損 2,154 20,518

特別損失合計 2,659 20,596

税金等調整前四半期純利益 939,814 1,200,543

法人税等 390,019 455,979

少数株主損益調整前四半期純利益 549,795 744,564

少数株主利益 － －

四半期純利益 549,795 744,564
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 549,795 744,564

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,098 182

繰延ヘッジ損益 △105,766 △82,647

その他の包括利益合計 △93,667 △82,465

四半期包括利益 456,127 662,098

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 456,127 662,098

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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 939,814 1,200,543

減価償却費 78,378 74,735

負ののれん償却額 △10,262 △3,981

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30,379 5,115

長期未払金の増減額（△は減少） 20,568 △3,621

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,147 17,150

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,700 68,200

受取利息及び受取配当金 △7,969 △16,618

支払利息 516 1,667

投資有価証券売却損益（△は益） － △10,122

投資有価証券評価損益（△は益） 2,154 20,518

固定資産除却損 504 78

為替差損益（△は益） 7,994 7,789

売上債権の増減額（△は増加） △595,383 △507,247

たな卸資産の増減額（△は増加） 112,470 △291,629

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,007 △551

デリバティブ資産の増減額（△は増加） 19,327 3,869

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,139 △4,893

仕入債務の増減額（△は減少） 1,748 332,940

その他の流動負債の増減額（△は減少） 72,992 △25,108

デリバティブ負債の増減額（△は減少） 16,388 △41,523

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1 201

未収消費税等の増減額（△は増加） 59,684 △2,394

未払消費税等の増減額（△は減少） 40,293 △74,363

その他 529 △520

小計 758,057 750,236

利息及び配当金の受取額 8,415 16,772

利息の支払額 △516 △1,667

法人税等の支払額 △168,482 △569,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 597,474 196,109
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 △500,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 － 500,000

投資有価証券の取得による支出 △13,620 △363,279

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 220,047

有形固定資産の取得による支出 △12,846 △23,193

無形固定資産の取得による支出 △44,787 △11,096

貸付けによる支出 △10,300 △2,000

貸付金の回収による収入 26,396 2,648

その他 △305 △9,301

投資活動によるキャッシュ・フロー △555,463 113,824

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △81,689 △162,016

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,689 △162,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,994 △7,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,673 140,137

現金及び現金同等物の期首残高 6,766,126 6,965,837

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,718,452 7,105,974
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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23年４月１日  至  平成23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△128,891千円は、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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 5,011,218 1,796,080 1,825,205 2,015,581 10,648,085 ― 10,648,085

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 8 9,290 9,299 △9,299 ―

計 5,011,218 1,796,080 1,825,214 2,024,872 10,657,385 △9,299 10,648,085

セグメント利益 818,713 70,443 41,536 164,305 1,094,998 △128,891 966,106

(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

（６）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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