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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用し

ております。 

３ 第175期中、第173期及び第174期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、第173期中及び第174期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存

在しないため並びに中間純損失が計上されているため記載しておりません。 

  

  

回次 第173期中 第174期中 第175期中 第173期 第174期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 16,655 17,074 17,370 37,190 36,937 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △53 △56 111 563 600

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

(百万円) △102 △396 7 357 216

純資産額 (百万円) 6,836 7,386 8,104 7,328 8,337 

総資産額 (百万円) 32,797 32,352 31,763 33,472 32,649 

１株当たり純資産額 (円) 224.15 242.13 264.09 240.19 273.37 

１株当たり 
中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

(円) △3.37 △12.99 0.25 11.73 7.10

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 20.8 22.8 25.3 21.9 25.5 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △486 △697 38 729 620

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △110 △214 △76 △278 299

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 31 598 △327 △893 △905

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 1,968 1,877 1,844 2,090 2,211

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名) 
1,007 
[583]

983
[591]

954
[598]

987 
[618]

943
[570]



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用し

ております。 

３ 第173期中、第173期及び第174期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、第174期中及び第175期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存

在しないため並びに中間純損失が計上されているため記載しておりません。 

  

  

回次 第173期中 第174期中 第175期中 第173期 第174期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 15,578 15,763 15,909 34,701 34,310 

経常利益 (百万円) 81 79 79 373 594

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) 41 △222 △2,786 119 72

資本金 (百万円) 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 

発行済株式総数 (株) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 

純資産額 (百万円) 10,001 10,181 7,772 10,064 10,775 

総資産額 (百万円) 33,263 32,567 29,734 33,503 32,594 

１株当たり純資産額 (円) 308.02 313.65 239.54 310.01 332.04 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は 
中間純損失(△) 

(円) 1.27 △6.85 △85.88 3.69 2.24

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 30.1 31.3 26.1 30.0 33.1 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(名) 
238 
[40]

246
[41]

227
[52]

238 
[43]

242
[38]



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

(1) 除外 

 前連結会計年度まで連結子会社でありました鹿児島製靴㈱、㈱コースト及び㈱ニスコは、平成18年２月28日

をもって清算を結了いたしましたので、当中間連結会計期間より連結子会社から除外しております。 

  

(2) その他 

  ①連結子会社の㈱フィット東日本と㈱フィット関東日本並びに㈱フィット近畿日本と㈱ジーベックは平成18年

10月１日をもって、それぞれ、㈱フィット東日本、㈱フィット近畿日本を存続会社とする合併をいたしまし

た。 

  

  ②連結子会社の㈱フィット北日本、㈱フィット東北日本、㈱フィット中部日本、㈱フィット西日本及び㈱タッ

プスウェストは、平成19年３月末を目途に解散し、以後速やかに清算手続きに入る予定です。 

  

     

     

     

    

  

  

  

  

  

  

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成18年９月30日現在) 

(注)１ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除いた就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含み、派遣社員を除いています。 

４ 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

(平成18年９月30日現在) 

(注)１ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員を含み、派遣社員を除いています。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループは、平成18年９月30日現在、リーガル系労働組合総連合(上部団体なし、組合員236 人)及びＵＩゼ

ンセン同盟リーガル労働組合(組合員348人)が組織されております。 

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の部門等の名称 従業員数(名) 

小売事業部門 
218 
[167] 

卸売事業部門 
231 
[338] 

生産加工事業部門 
323 
[ 65] 

全社(共通) 
182 
[ 28] 

合計 
954 
[598] 

従業員数(名) 
227 
[ 52] 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加、および雇用や所得

環境の改善による個人消費の底堅い動きなどにより、景気は総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。 

靴業界におきましては、大型ショッピングセンターの出店攻勢や後継者難などにより靴専門店が減少する一

方、異業種からの市場参入の本格化などによる顧客獲得競争が激しさを増すなど、引き続き厳しい経営環境のま

ま推移いたしました。 

このような環境のなかで、当社グループは、事業カテゴリーを軸とした営業体制のもとで、高付加価値商品の

提案やカジュアル・コンフォート商品の強化、取引先との特注品開発などの営業活動に取り組んでまいりまし

た。また、中国上海市の靴小売独資子会社「上海麗格鞋業有限公司」がリーガル専門店の２号店を上海新天地地

区に出店するなど、海外を含め、直営小売店を効果的に出店してまいりました。さらに、お得意先、担当地域、

業務内容等を見直し、靴流通市場の変化に対応して国内販売の強化や経営全般の効率化に取り組んでまいりまし

た。 

なお、３「対処すべき課題」に記載しておりますとおり、卸売子会社の再編を主とした事業再編実施による、

損失見込額を個別の当中間会計期間におきまして、事業再編特別損失として3,024百万円計上いたしましたが、す

べて連結子会社に対するものであり、連結処理上消去されますので、連結業績には影響ありません。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、17,370百万円(前年同期比1.7％増)となりました。 

損益面につきましては、生産効率向上、海外での低コスト商品の開発強化等による原価率の低減、取引内容の

見直しや直営小売店舗の増加による売上総利益の改善などを進めてまいりました。 

この結果、中間営業利益は162百万円（前年同期比701.0％増）、中間経常利益は111百万円(前中間経常損失56

百万円)となりましたが、特別損失の計上もあり、中間純利益は７百万円(前中間純損失396百万円)となりまし

た。 

  



当社グループは、紳士靴、婦人靴、安全靴及び諸官庁向け特殊靴等の企画、生産、仕入及び販売を行ってお

ります。これらの靴関連事業が大半を占めるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。した

がいまして、参考として事業部門別売上情報を記載いたします。 

  

 ①小売部門 

   中国上海新天地地区に出店しましたリーガル専門店の２号店に加え、国内では、新しい店舗形態の婦人

靴専門店「ナチュラライザー札幌店」や「REGAL women 銀座店」を出店するなど、計３店舗を出店すると

ともに、不採算店１店舗を閉店するなど、引き続き、新規顧客の獲得や店舗の効率化に努めてまいりまし

た。(当中間連結会計期間末現在店舗数 79店舗) 

   この結果、当中間連結会計期間の売上高は、5,977百万円(前年同期比12.8％増)となりました。 

  

 ②卸売部門 

   紳士靴では、「リーガル」のビジネス＆ドレスタイプが堅調に推移し、また「リーガル」や「クラーク

ス」のカジュアルタイプが、前年同様クールビズの影響などにより、好調に推移いたしましたが、ボリュ

ームゾーンのビジネス、カジュアル商品は売上減少傾向に歯止めがかからず苦戦いたしました。婦人靴で

は、カジュアル色の強い「クラークス」や「ナチュラライザー」などがマーケットの傾向どおり好調に推

移いたしましたが、エレガンスタイプの主力である「ピンキー＆ダイアン」は引き続き苦戦いたしまし

た。 

   この結果、当中間連結会計期間の売上高は、10,952百万円(前年同期比2.9％減)となりました。 

  

 ③その他事業 

   靴材料の販売などその他事業の当中間連結会計期間の売上高は、440百万円(前年同期比12.3％減)となり

ました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが38百万円増加い

たしましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが76百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローが327

百万円減少したほか、現金及び現金同等物に係る換算差額が１百万円減少したため、前期末残高に比べ367百万円

の減少となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は1,844百万円(前年同期比1.8％減)となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、38百万円と、前年同期と比べ736百万円の増加となりました。 

主な要因としては、売上債権の減少額が前年同期と比べて693百万円減少しましたが、仕入債務の減少額が前年

同期と比べて1,026百万円減少したことや税金等調整前中間純利益(前年は純損失)が前年と比べて323百万円増加

したことなど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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、△76百万円と、前年同期と比べ138百万円の増加となりました。 

主な要因としては、小売店舗出店等の有形固定資産の取得による支出が前年同期と比べて110百万円減少したこ

となど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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△327百万円と、前年同期と比べ926百万円の減少となりました。 

主な要因としては、前年同期に500百万円ありました長期借入れを当中間期には行わなかったことおよび短期借

入金の純増加額が前年同期と比べて478百万円減少したことなどによるものであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【生産、商品仕入、受注及び販売の状況】 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「靴関連事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんが、生産実績、商品仕入実績及び受注

実績については合計額を、販売実績については事業部門に応じて区分して記載しております。 

(1) 生産実績 
  

(注) １ 金額は販売金額によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 商品仕入実績 
  

(注) １ 金額は仕入金額によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注実績 

主に見込み生産を行っておりますが、大口需要先に対しては受注生産をすることがあります。 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 販売実績 
  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

靴関連事業 4,563 △7.3 

事業部門 商品仕入(百万円) 前年同期比(％) 

靴関連事業 8,059 ＋6.2 

事業部門 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

靴関連事業 50 ＋134.7 ― ― 

事業部門 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

靴小売部門 5,977 ＋12.8 

靴卸売部門 10,952 △2.9 

その他 440 △12.3 

合計 17,370 ＋1.7 



３ 【対処すべき課題】 

(1) 重要な変更 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。 

  

(2) 新たに生じた課題 

経営環境の変化に伴い、多様化する顧客ニーズへの迅速な対応ならびに事業の効率経営を追求し、健全な成長企

業としての基盤を確立するため、卸売子会社の再編を主とした事業再編を実施いたします。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間の研究開発は、提出会社の製造部において、靴関連技術及び材料等の研究をする一方、新製品

開発、量産品品質確認のために連結子会社である㈱日本靴科学研究所に委託し、靴及びその材料の研究開発を行って

おります。当中間連結会計期間は革の磨耗試験等247件、底材の物性試験等142件、製品の剥離試験等195件及びその他

の試験を169件、合計753件の試験を委託して実施、評価いたしました。 

研究開発費の総額は54百万円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

  

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 130,000,000 

計 130,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 32,500,000 32,500,000
ジャスダック
証券取引所 

― 

計 32,500,000 32,500,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成18年９月30日 ― 32,500,000 ― 5,355 ― 2,701 



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 平成18年３月31日現在において大株主でありました鳳凰事業株式会社は、平成18年５月29日付でみずほ信託銀行株式会

社に全株式を信託設定したことに伴い、大株主ではなくなりました。 

２ 資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式4,083千株は、上記(注)１の株式が再信託設定されたことによるもので

あります。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

株式会社ニッピ 東京都足立区千住緑町一丁目１－１ 7,746 23.83 

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海一丁目８－12 4,083 12.56 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28－１ 1,540 4.74 

リーガル取引先持株会 東京都足立区千住橋戸町２ 1,491 4.59 

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２－１ 1,375 4.23 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 1,124 3.46

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３－３ 687 2.11

ミツワ産業株式会社 東京都台東区浅草六丁目22－２ 492 1.52 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13－１ 462 1.42 

リーガルコーポレーション社員持株会 東京都足立区千住橋戸町２ 341 1.05 

計 ― 19,342 59.52 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「単元未満株式」には東立製靴株式会社所有の相互保有株式918株、株式会社ボーグ所有の相互保有株式300株及び当社所有の

自己株式79株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式)
普通株式         52,000 

(相互保有株式) 
普通株式        248,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式     31,933,000 31,933 ― 

単元未満株式 普通株式        267,000 ― ― 

発行済株式総数 32,500,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 31,933 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
株式会社リーガル 
コーポレーション 

東京都足立区 
千住橋戸町２ 

52,000 ― 52,000 0.16

(相互保有株式) 
株式会社ボーグ 

千葉県松戸市稔台 
802－15 

3,000 ― 3,000 0.01

東立製靴株式会社 
千葉県柏市豊四季 
笹原341－13 

245,000 ― 245,000 0.75

計 ― 300,000 ― 300,000 0.92 



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 295 270 224 227 215 207 

最低(円) 252 225 200 197 195 198 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)及び前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について

は、公認会計士 森助紀氏及び公認会計士 小林恒男氏により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表

及び中間財務諸表については、藍 監査法人により中間監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第174期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第174期中間会計期間の中間財務諸表 

公認会計士 森 助紀氏 

公認会計士 小林恒男氏 

第175期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第175期中間会計期間の中間財務諸表 

藍 監査法人 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金 ※２   2,737   2,204    2,571  

２ 受取手形及び売掛金 ※５   6,284   6,518    7,215  

３ たな卸資産     8,832   8,622    8,090  

４ 繰延税金資産     122   204    253  

５ その他     581   621    623  

貸倒引当金     △555   △656    △651  

 流動資産合計     18,003 55.6  17,513 55.1   18,104 55.5

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産                

(1) 土地 ※２   2,876   2,741    2,741  

(2) その他 ※ 
１ 
２ 

 1,879 1,882   1,913 

 有形固定資産合計     4,756 14.7  4,624 14.6   4,655 14.3

２ 無形固定資産                

(1) 営業権     ―   ―    20  

(2) のれん     ―   17    ―  

(3) 電話加入権     25   25    25  

 無形固定資産合計     25 0.1  42 0.1   45 0.1

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券 ※ 
２ 
４ 

 5,891 5,945   6,407 

(2) 繰延税金資産     1,436   1,270    1,071  

(3) その他     2,526   2,597    2,598  

 貸倒引当金     △286   △229    △232  

 投資その他の 
 資産合計    9,567 29.6 9,583 30.2   9,844 30.2

 固定資産合計     14,349 44.4  14,250 44.9   14,545 44.5

 資産合計     32,352 100.0  31,763 100.0   32,649 100.0

           



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形及び買掛金     6,966   7,437    7,792  

２ 短期借入金 ※２   8,276   6,745    6,674  

３ 賞与引当金     282   398    278  

４ その他     1,679   1,726    1,770  

 流動負債合計     17,203 53.2  16,307 51.3   16,515 50.6

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※２   1,971   1,649    2,071  

２ 退職給付引当金     4,541   4,451    4,467  

３ 役員退職慰労引当金     132   149    144  

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債    969 985   985 

５ その他     94   116    84  

 固定負債合計     7,709 23.8  7,352 23.1   7,752 23.7

 負債合計     24,913 77.0  23,659 74.5   24,267 74.3

(少数株主持分)                

少数株主持分     52 0.2  ― ―   44 0.1

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     5,355 16.6  ― ―   5,355 16.4

Ⅱ 資本剰余金     2,701 8.3  ― ―   2,701 8.3

Ⅲ 利益剰余金     △2,811 △8.7  ― ―   △2,249 △6.9

Ⅳ 土地再評価差額金     1,454 4.5  ― ―   1,429 4.4

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    937 2.9 ― ―   1,349 4.1

Ⅵ 為替換算調整勘定     1 0.0  ― ―   5 0.0

Ⅶ 自己株式     △251 △0.8  ― ―   △253 △0.8

資本合計     7,386 22.8  ― ―   8,337 25.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計    32,352 100.0 ― ―   32,649 100.0

           



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ―   5,355    ―  

２ 資本剰余金     ―   2,701    ―  

３ 利益剰余金     ―   △2,242    ―  

４ 自己株式     ―   △257    ―  

 株主資本合計     ― ―  5,555 17.5   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 1,040   ― 

２ 繰延ヘッジ損益     ―   13    ―  

３ 土地再評価差額金     ―   1,429    ―  

４ 為替換算調整勘定     ―   4    ―  

 評価・換算差額等 
 合計    ― ― 2,488 7.8   ― ―

Ⅲ 少数株主持分     ― ―  60 0.2   ― ―

純資産合計     ― ―  8,104 25.5   ― ―

負債純資産合計     ― ―  31,763 100.0   ― ―

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     17,074 100.0  17,370 100.0  36,937 100.0

Ⅱ 売上原価     10,709 62.7  10,649 61.3  23,248 62.9

売上総利益     6,364 37.3  6,721 38.7  13,688 37.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   6,344 37.2  6,558 37.8  12,886 34.9

営業利益     20 0.1  162 0.9  802 2.2

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   1    1   2    

２ 受取配当金   10    12   14    

３ 持分法投資利益   96    41   119    

４ 雑収入   49 158 0.9 57 112 0.6 91 227 0.6

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   114    89   226    

２ 受取手形売却損   12    6   23    

３ 売上割引   26    26   57    

４ 雑支出   81 234 1.4 41 163 0.9 121 429 1.2

経常利益又は 
経常損失(△)    △56 △0.3 111 0.6 600 1.6

Ⅵ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入益   37    11   ―    

２ 投資有価証券売却益   0 37 0.2 0 12 0.1 116 116 0.3

Ⅶ 特別損失               

１ 貸倒引当金繰入額 ※２ 23    ―   23    

２ 固定資産除却損 ※３ 48    28   60    

３ 投資有価証券評価損   0    ―   0    

４ 構造改革特別損失 ※４ 185    ―   272    

５ リース解約特別損失 ※５ ―    66   ―    

６ 減損損失 ※６ 19    ―   19    

７ その他 ※７ ― 276 1.6 ― 95 0.6 15 391 1.1

税金等調整前 
中間(当期)純利益 
又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

   △295 △1.7 28 0.2 325 0.9

法人税、住民税 
及び事業税   20   21 36    

法人税等調整額   83 104 0.6 7 28 0.2 84 120 0.3

少数株主損失     △3 △0.0  △8 △0.0  △11 △0.0

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)    △396 △2.3 7 0.0 216 0.6

          



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,701   2,701 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

2,701 2,701

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △2,401   △2,401 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

   当期純利益   ― ― 216 216 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

 １ 中間純損失   396   ―   

 ２ 土地再評価差額金取崩額   14   65   

３ 連結子会社増加に伴う

利益剰余金減少高 
  ― 410 0 65 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 

  残高 
△2,811 △2,249

   



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 △2,249 △253 5,552 

中間連結会計期間中の変動額           

 中間純利益     7   7 

 自己株式の取得       △4 △4 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― 7 △4 3 

平成18年９月30日残高(百万円) 5,355 2,701 △2,242 △257 5,555 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,349 ― 1,429 5 2,784 44 8,381 

中間連結会計期間中の変動額               

 中間純利益             7 

 自己株式の取得             △4 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △308 13   △1 △296 15 △280 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △308 13 ― △1 △296 15 △277 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,040 13 1,429 4 2,488 60 8,104 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

    

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税金等調整前中間(当期)純利益 

又は税金等調整前中間純損失(△) 
 △295 28 325

２ 減価償却費   124 102 238 

３ 減損損失   19 ― 19 

４ 連結調整勘定償却額   ― ― 0 

５ 無形固定資産償却額   ― 2 5 

６ 長期前払費用償却額   16 15 38 

７ 貸倒引当金の増加額(△は減少)   △68 2 △26 

８ 賞与引当金の増加額(△は減少)   △7 120 △11 

９ 退職給付引当金の減少額  △174 △11 △236

10 受取利息及び受取配当金   △12 △13 △16 

11 支払利息   114 89 226 

12 有形固定資産除売却損   48 28 120 

13 リース解約特別損失   ― 66 ― 

14 投資有価証券評価損   0 ― 0 

15 投資有価証券売却益   △0 △0 △116 

16 持分法による投資利益   △96 △41 △119 

17 売上債権の減少額   1,772 1,079 588 

18 たな卸資産の減少額(△は増加)   △209 △532 532 

19 仕入債務の減少額   △1,298 △271 △570 

20 未払消費税等の増加額(△は減少)   △34 △142 23 

21 破産更生債権の減少額   64 5 71 

22 その他資産の増加額   △53 △41 △17 

23 その他負債の増加額(△は減少)   △33 24 △58 

24 割引手形の減少額   △438 △381 △186 

小計   △561 129 832 

25 利息及び配当金の受取額   30 31 34 

26 利息の支払額   △117 △84 △220 

27 法人税等の支払額   △48 △37 △26 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  △697 38 620



  

  

    

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の払戻による収入   ― ― 500 

２ 有形固定資産の取得による支出   △144 △33 △296 

３ 有形固定資産の売却による収入   ― ― 80 

４ 無形固定資産の増加額   ― ― △25 

５ 投資有価証券の取得による支出   △9 △8 △23 

６ 投資有価証券の売却による収入   0 0 204

７ 連結子会社出資金の支払 
  による支出  △60 ― △60

８ 貸付けによる支出   ― △30 △17 

９ 貸付金の回収による収入   1 1 2 

10 その他   △3 △5 △64 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △214 △76 299

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増加額 
  (△は純減少額) 

 699 221 △1,457

２ 長期借入れによる収入   500 ― 1,800 

３ 長期借入金の返済による支出   △600 △572 △1,245 

４ 少数株主からの払込みによる収入   ― 24 ― 

５ その他   △0 △0 △2 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  598 △327 △905

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1 △1 5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
(△は減少) 

  △312 △367 21 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,090 2,211 2,090 

Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金 
  及び現金同等物の増加額  100 ― 100

Ⅷ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高  1,877 1,844 2,211

       



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 25社 

  主要な連結子会社名

㈱フィット東日本、㈱タ

ップス、㈱フィット近畿

日本、㈱タップスウェス

ト、㈱フィット関東日

本、㈱フィット中部日本 

  

 ①従来、連結子会社であ

りました㈱アール・アン

ド・エー・フットウェア

は、平成16年11月１日

に、存続会社を㈱ニッカ

とする合併をいたしてお

りますので、当中間連結

会計期間より連結の範囲

から除外いたしました。 

  

 ②中国国内で「REGAL」

ブランドの靴の小売運営

を行うために、伊藤忠商

事グループとの合弁会

社、上海麗格鞋業有限公

司を平成17年７月19日付

で設立し、連結子会社と

いたしました。 

  

 ③従来、持分法適用の関

連会社でありました㈱日

本靴科学研究所は、平成

17年７月29日の株式取得

に伴い、当中間連結会計

期間より連結子会社とな

りました。なお、みなし

取得日を当中間連結会計

期間末としているため、

当中間連結会計期間は中

間貸借対照表のみを連結

しております。 

  

(1) 連結子会社の数 22社 

  主要な連結子会社名

㈱フィット東日本、㈱タ

ップス、㈱フィット近畿

日本、㈱タップスウェス

ト、㈱フィット関東日

本、㈱フィット中部日本 

  

前連結会計年度まで連結

子会社でありました鹿児島

製靴㈱、㈱コースト及び㈱

ニスコは、平成18年２月28

日をもって清算を結了いた

しましたので、当中間連結

会計期間より連結の範囲か

ら除外いたしました。 

(1) 連結子会社の数 25社 

  主要な連結子会社名

は、「第１ 企業の概況

４ 関係会社の状況」に

記載しているとおりで

す。 

  

  

 ①前連結会計年度まで連

結子会社でありました㈱

アール・アンド・エー・

フットウェアは、平成16

年11月１日に、存続会社

を㈱ニッカとする合併を

いたしておりますので、

当連結会計年度より連結

の範囲から除外いたしま

した。 

  

 ②中国上海市内で「リー

ガル」ブランドの靴の小

売を行うために、伊藤忠

商事グループとの合弁会

社、上海麗格鞋業有限公

司を平成17年７月19日付

で設立し、連結子会社と

いたしました。 

  

 ③前連結会計年度まで持

分法適用の関連会社であ

りました㈱日本靴科学研

究所は、平成17年７月29

日の同社株式取得に伴

い、当連結会計年度より

連結子会社となりまし

た。 

  (2) 非連結子会社はありま

せん。 

(2)    同左 (2)    同左 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 持分法適用の非連結子

会社はありません。 

(1)    同左 (1)    同左 

 

 

(2) 持分法適用の関連会社

数 

５社 

   会社名 ㈱ニッピ、

東立製靴㈱、㈱ボー

グ、大鳳商事㈱、山田

護謨㈱ 

(2) 持分法適用の関連会社

数 

   同左 

(2) 持分法適用の関連会社

数 

   同左 

  (3) 持分法非適用の関連会

社はありません。 

(3)    同左 (3)    同左 

  (4) 持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必

要があると認められる

事項 

   持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異な

る会社については、当

該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を

使用しております。 

(4) 持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必

要があると認められる

事項 

同左 

(4) 持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必

要があると認められる

事項 

   持分法適用会社のう

ち、決算日が異なる会

社については、当該会

社の事業年度に係る財

務諸表を使用しており

ます。 

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち上海麗

格鞋業有限公司の中間決算

日は６月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に

あたり、上海麗格鞋業有限

公司については当中間連結

会計期間の７月に設立し、

連結子会社としております

ので、中間連結決算日であ

ります９月30日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

なお、他の連結子会社の

中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。 

連結子会社のうち上海麗

格鞋業有限公司の中間決算

日は６月30日であり、中間

連結決算日との差は３ヶ月

以内であるため、当該連結

子会社の中間会計期間に係

る計算書類を基礎として連

結を行っております。ただ

し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を

行っております。 

なお、他の連結子会社の

中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。 

連結子会社のうち上海麗

格鞋業有限公司の決算日は

12月31日であり、連結決算

日との差は３ヶ月以内であ

るため、当該連結子会社の

事業年度に係る計算書類を

基礎として連結を行ってお

ります。ただし、連結決算

日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要

な調整を行っております。 

なお、他の連結子会社の

決算日は、連結決算日と一

致しております。 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法  

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部資本直入

法により処理し、

売却原価は移動平

均法により算定) 

  

   時価のないもの 

    移動平均法に基づ

く原価法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法  

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

   時価のないもの 

    同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法  

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は、全

部資本直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

  

   時価のないもの 

    同左 

   ②デリバティブ取引 

   時価法 

 ②デリバティブ取引 

   同左 

 ②デリバティブ取引 

   同左 

   ③たな卸資産 

   主として総平均法に

基づく低価法 

 ③たな卸資産 

   同左 

 ③たな卸資産 

   同左 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産：定率法 

   なお、耐用年数及び

残存価額について

は、法人税法に規定

する方法と同一の基

準によっておりま

す。 

   ただし、平成10年４

月１日以降取得した

建物(建物附属設備

を除く)については

定額法によっており

ます。また、取得価

額が10万円以上20万

円未満の少額減価償

却資産については３

年均等償却によって

おります。 

 ②無形固定資産：定額法 

  なお、償却年数につ

いては、法人税法に

規定する方法と同一

の基準によっており

ます。 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産：定率法 

ただし、平成10年４

月１日以降取得した

建物(建物附属設備

を除く)については

定額法によっており

ます。また、取得価

額が10万円以上20万

円未満の少額減価償

却資産については３

年均等償却によって

おります。 

  

  

  

  

  

  

 ②無形固定資産：定額法 

  

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ①有形固定資産：定率法 

   同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ②無形固定資産：定額法 

  



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (3) 重要な引当金の計上基

準 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

    貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、

回収不能見込額を計

上しております。 

 ①一般債権 

   貸倒実績率法によっ

ております。 

 ②貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

   財務内容評価法によ

っております。 

  貸倒引当金 

同左 

  

  

  

 ①一般債権 

同左 

  

 ②貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

同左 

  

  貸倒引当金 

同左 

  

  

  

  ①一般債権 

同左 

  

 ②貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

同左 

  

    賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、賞与支給

規程に基づき支給見

込額の当中間連結会

計期間負担額を基準

として計上しており

ます。 

  賞与引当金 

同左 

  賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、賞与支給

規程に基づき支給見

込額の当連結会計期

間負担額を基準とし

て計上しておりま

す。 

    退職給付引当金 

   従業員の退職金支給

に備えるため、当連

結会計年度末におけ

る退職給付債務及び

年金資産の見込額に

基づき、当中間連結

会計期間において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。 

   なお、数理計算上の

差異については、３

年間の定率法によ

り、翌連結会計年度

から費用処理してお

ります。 

  退職給付引当金 

   従業員の退職金支給

に備えるため、当連

結会計年度末におけ

る退職給付債務及び

年金資産の見込額に

基づき、当中間連結

会計期間において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。 

なお、数理計算上の

差異については、３

年間の定率法によ

り、それぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。 

  退職給付引当金 

   従業員の退職金支給

に備えるため、当連

結会計年度末におけ

る退職給付債務及び

年金資産の見込額に

基づき計上しており

ます。また、数理計

算上の差異について

は、３年間の定率法

により、それぞれ発

生の翌連結会計年度

から費用処理してお

ります。 

    役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の

支出に備えるため、

「役員退職慰労金内

規」に基づく当中間

連結会計期間末要支

給額を計上しており

ます。 

  役員退職慰労引当金 

同左 

  役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の

支出に備えるため、

「役員退職慰労金内

規」に基づく当連結

会計年度末要支給額

を計上しておりま

す。 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産、負債、収

益及び費用は、中間決

算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分

及び資本の部における

為替換算調整勘定に含

めております。 

(4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産、負債、収

益及び費用は、中間決

算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換

算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘

定及び少数株主持分に

含めております。 

(4) 連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は損益と

して処理しておりま

す。なお、在外子会社

等の資産、負債、収益

及び費用は、決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資

本の部における為替換

算調整勘定に含めてお

ります。 

  (5) 重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権

が借主に移転すると

認められるもの以外

のファイナンス・リ

ース取引について

は、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じ

た会計処理によって

おります。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッ

ジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理に

よっております。 

    また、ヘッジ会計

の要件を満たす金

利スワップ及び金

利キャップについ

ては、特例処理を

採用しておりま

す。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッ

ジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理に

よっております。 

    また、特例処理の

要件を満たす金利

スワップ等につい

ては、特例処理を

採用しておりま

す。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法 

同左 



  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   ヘッジ手段 

    デリバティブ取引

(為替予約取引、金

利スワップ取引、金

利キャップ取引) 

   ヘッジ対象 

    相場変動等による

損失の可能性があ

り、相場変動等が評

価に反映されないも

の及びキャッシュ・

フローが固定されそ

の変動が回避される

もの 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   ヘッジ手段 

    デリバティブ取引

(為替予約取引、金

利スワップ取引等) 

   ヘッジ対象 

 相場変動等によ

る損失の可能性が

あり、相場変動等

が評価に反映され

ないもの及びキャ

ッシュ・フローが

固定されその変動

が回避されるもの 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

   ③ヘッジ方針 

   相場変動等による損

失の可能性が極めて

高いと判断した場

合、及びキャッシ

ュ・フローの固定を

必要と判断した場合

に取締役会の承認を

得てヘッジ目的でデ

リバティブ取引を行

っております。 

 ③ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

   ④ヘッジの有効性評価の

方法 

   為替予約取引は元本

交換を行わない固定

金利によるクーポン

スワップによってお

り、また金利スワッ

プ、金利キャップは

固定金利であるた

め、ヘッジ手段の有

効性を定期的に確認

しております。 

 ④ヘッジの有効性評価の

方法 

為替予約取引は元本

交換を行わない固定

レートによるクーポ

ンスワップによって

おり、また金利スワ

ップ等は固定金利で

あり、ヘッジ手段の

有効性を定期的に確

認しております。 

 ④ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

   ⑤その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に

係るもの 

ヘッジ対象、ヘッジ

手段は取締役会で決

定され、取締役会で

の決定事項の実行及

び管理は経理部が行

っております。管理

本部長はヘッジの有

効性を判断し、有効

性について疑義があ

る場合は取締役会に

報告しております。 

 ⑤その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に係

るもの 

    同左 

 ⑤その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に係

るもの 

    同左 



  

  

会計方針の変更 

  

 会計方針の変更 

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (7) 消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

(7) 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資としております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資としております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純損

失が19百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該資産であります土地の

金額から直接控除しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)並びに改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号)及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２号)を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は8,030百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利

益が19百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該資産であります土地の金額

から直接控除しております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (企業結合に係る会計基準等) ――― 



  

  

  

  

 追加情報 

  

  

  

  

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」(企業会計審議

会 平成15年10月31日)及び「事業

分離等に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号)並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号)を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、中間連結貸借対照表において

「営業権」は当中間連結会計期間か

ら「のれん」として表示しておりま

す。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (賞与支給の対象期間の変更につい

て) 

 当中間連結会計期間から賞与支給

の対象期間が一部子会社の社員を除

き、当社の給与規程の改訂により、

冬期賞与が４月から９月（前連結会

計年度までは６月から11月）、夏期

賞与が10月から翌年３月(前連結会

計年度までは12月から翌年５月）ま

でとなりました。 

 この変更に伴い、従来の対象期間

によった場合に比べ、賞与引当費用

(売上原価、販売費及び一般管理費)

が109百万円増加しております。 

――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,787百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,755百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、3,693百万円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

    (うち工
場財団)

  単位：百万円

預金 200百万円 ―

土地 2,706百万円 (2,078)

建物及び 
構築物 748百万円 (  537)

機械装置 
及び運搬具 45百万円 (   45)

投資有価 
証券 5,287百万円 ―

計 8,987百万円 (2,661)

  (うち工
場財団)

  単位：百万円

土地 2,571百万円 (1,944)

建物及び
構築物 705百万円 ( 502)

機械装置 42百万円 ( 42)
投資有価
証券 4,847百万円 ―

計 8,167百万円 (2,488)

  (うち工
場財団) 
単位：百万円

土地 2,571百万円 (1,944)

建物及び
構築物 729百万円 ( 520)

機械装置 43百万円 (  43)
投資有価
証券 4,916百万円 ― 

計 8,260百万円 (2,508)

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 8,239百万円

長期借入金 1,701百万円

計 9,940百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 6,587百万円

長期借入金 1,346百万円

計 7,933百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 6,536百万円

長期借入金 1,699百万円

計 8,235百万円

 ３ 受取手形割引高は1,285百万

円であります。 

 ３ 受取手形割引高は1,156百万

円であります。 

 ３ 受取手形割引高は1,537百万

円であります。 

※４ 関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

投資有価証券 
(株式) 

3,726百万円

※４ 関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

投資有価証券
(株式) 

3,731百万円

※４ 関連会社に対するものは次の

とおりであります。 

投資有価証券 
(株式) 

3,770百万円

※５ ――― ※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

  なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期末

残高に含まれております。 

 受取手形     141百万円 

※５ ――― 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 537百万円

広告宣伝費 525百万円

ロイヤリティ 268百万円

給料・手当 2,248百万円

賞与引当金 
繰入額 

204百万円

退職給付引当金 
繰入額 

105百万円

法定福利費 323百万円

賃借料 781百万円

減価償却費 114百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 512百万円

広告宣伝費 518百万円

ロイヤリティ 220百万円

給料・手当 2,253百万円

賞与引当金
繰入額 

314百万円

退職給付引当金
繰入額 

124百万円

法定福利費 325百万円

賃借料 815百万円

減価償却費 99百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 

荷造運送費 1,100百万円

広告宣伝費 1,144百万円

ロイヤリティ 530百万円

給料・手当 4,681百万円

賞与引当金 
繰入額 

209百万円

退職給付引当金
繰入額 

204百万円

法定福利費 660百万円

賃借料 1,616百万円

減価償却費 221百万円

※２ 富士駿河湾クラブ等の会員権

に対して引当てたものでありま

す。 

※２ ――― ※２ 富士駿河湾クラブ等の会員権

に対して引当てたものでありま

す。 

※３ 小売店舗の閉鎖による除却損

などによるものであります。 

※３ 小売店舗の閉鎖による除却損

などによるものであります。 

※３ 小売店舗の閉鎖による除却損

等であります。 

※４ 連結子会社である鹿児島製靴

㈱の解散に伴うものでありま

す。 

※４ ――― ※４ 連結子会社である鹿児島製靴

㈱の解散に伴う、退職金の割増

支給などであります。 

※５ ――― ※５ 基幹システムの変更による、

旧リース契約の解約によるもの

であります。 

※５ ――― 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※６ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。 

 (経緯) 

上記の土地については、現在遊休

資産となっております。 

今後の利用計画もなく、地価も著

しく下落しているため、減損損失を

認識いたしました。 

 (グルーピングの方法) 

当社グループは、固定資産につい

て共用資産、事業用資産、工場資

産、賃貸資産及び遊休資産にグルー

ピングしております。 

 (回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、固定資産税評価

額を合理的に調整した価格に基づき

算定しております。 

  

※７ ――― 

用途 種類 場所 金額 

遊休 土地 千葉県 

富里市 
7百万円 

遊休 土地 新潟県 

加茂市 
12百万円 

   計   19百万円 

※６ ――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※７ ――― 

※６ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。 

 (経緯) 

上記の土地については、現在遊休

資産となっております。 

今後の利用計画もなく、地価も著

しく下落しているため、減損損失を

認識いたしました。 

 (グルーピングの方法) 

当社グループは、固定資産につい

て共用資産、事業用資産、工場資

産、賃貸資産及び遊休資産にグルー

ピングしております。 

 (回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、固定資産税評価

額を合理的に調整した価格に基づき

算定しております。 

  

※７ 材料の特別損失などでありま

す。 

用途 種類 場所 金額 

遊休 土地 千葉県 

富里市 
7百万円 

遊休 土地 新潟県 

加茂市 
12百万円 

   計   19百万円 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  

１ 発行済株式に関する事項 
  

  
  

２ 自己株式に関する事項 
  

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3,866株 

 持分法適用会社が保有している自己株式(当社株式)の当社持分割合の増加による当社帰属分 34,865株 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 32,500,000                     ―                     ― 32,500,000 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,002,476 38,731                     ― 2,041,207 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

2,737百万円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△860百万円

現金及び 
現金同等物 

1,877百万円

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

2,204百万円

預入期間が
３か月を超える 
定期預金 

△360百万円

現金及び 
現金同等物 

1,844百万円

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び
預金勘定 

2,571百万円

預入期間が
３か月を超える 
定期預金 

△360百万円

現金及び
現金同等物 

2,211百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

  
工具器
具備品 

その他
無形固
定資産 

合計

取得価額 
相当額 

百万円

655
百万円

39
百万円

694
減価償却 
累計額 
相当額 

106 9 115

中間期末 
残高 
相当額 

548 30 579

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

  
工具器
具備品

その他
無形固
定資産

合計

取得価額 
相当額 

百万円

559
百万円

176
百万円

735
減価償却 
累計額 
相当額 

207 54 261

中間期末 
残高 
相当額 

351 122 474

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

工具器
具備品 

その他
無形固
定資産 

合計 

取得価額
相当額 

百万円

559
百万円

168
百万円

727
減価償却
累計額 
相当額 

151 35 187

期末残高
相当額 

407 132 540

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 136百万円

１年超 448百万円

合計 585百万円

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 146百万円

１年超 337百万円

合計 484百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 145百万円

１年超 403百万円

合計 549百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 66百万円

減価償却費 
相当額 

62百万円

支払利息相当額 5百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 78百万円

減価償却費
相当額 

74百万円

支払利息相当額 5百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 141百万円

減価償却費
相当額 

134百万円

支払利息相当額 11百万円

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 1百万円

１年超 0百万円

合計 2百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 12百万円

１年超 4百万円

合計 16百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 12百万円

１年超 10百万円

合計 22百万円



(有価証券関係) 

  

 前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

  

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 時価が著しく下落した有価証券については、社内文書において定められた下落率に応じた判断基準に基づき減損処理が必要

であると判定した場合にこれを適用しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  

  

  

 当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 時価が著しく下落した有価証券については、社内文書において定められた下落率に応じた判断基準に基づき減損処理が必要

であると判定した場合にこれを適用しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

区分 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

その他有価証券       

株式 1,048 2,142 1,093 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 8 

区分 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

その他有価証券       

株式 965 2,197 1,231 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 15 



 前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

  

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 時価が著しく下落した有価証券については、社内文書において定められた下落率に応じた判断基準に基づき減損処理が必要

であると判定した場合にこれを適用しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  

  

  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

  

  

  

  

  

(ストック・オプション等関係) 

  

該当事項はありません。 

区分 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
差額(百万円) 

その他有価証券       

株式 956 2,621 1,664 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 8 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

当社グループが行っているデリバ

ティブ取引はすべてヘッジ会計が適

用されておりますので、注記すべき

事項はございません。 

同左 同左 



(セグメント情報) 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める靴関連事業の割合が、いずれも90％を超えるため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメント売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

  

  

  

(企業結合等関係) 

  

該当事項はありません。 



(１株当たり情報) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額    242.13円 １株当たり純資産額     264.09円 １株当たり純資産額   273.37円 

１株当たり中間純損失   12.99円 １株当たり中間純利益     0.25円 １株当たり当期純利益   7.10円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため並びに中間純損失が計上さ

れているため、記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式がないため、記載しておりませ

ん。 

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎 

中間連結損益計算書上の中間純損失 

396百万円 

普通株式に係る中間純損失 

396百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

30,508,611株 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の

部の合計額 

8,104百万円 

普通株式に係る純資産額 

8,043百万円 

差額の主な内訳 

少数株主持分   60百万円 

  

普通株式の発行済株式数 

32,500,000株 

普通株式の自己株式数 

2,041,207株 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数 

30,458,793株 

  

２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純

利益 

7百万円 

普通株式に係る中間純利益 

7百万円 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

30,478,158株 

１株当たり当期純利益の算定の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 

216百万円 

普通株式に係る当期純利益 

216百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

30,504,031株 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

  

該当事項ありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― （株式会社オンディーヌの株式取

得） 

 当社は、平成18年12月18日付けで

株式会社オンディーヌの発行済株式

（100％）を譲り受けました。 

――― 

１．株式譲受の理由 

当社は、更なる小売事業領域の

拡大、幅広い顧客層への浸透を図

るため、婦人靴専門店の強化に取

り組んでおり、このたび、その一

環として、長年にわたり婦人靴専

門店を運営してきた経営実績、当

社にない商品調達力並びに優秀な

人材、良質な店舗等に注目し、株

式会社オンディーヌの全株式を取

得し当社グループ会社とすること

といたしました。 

当社といたしましては、株式会

社オンディーヌの各種ノウハウを

活用することにより、商品の開

発・企画力の強化、取扱商品の拡

充、共同仕入れによる規模のメリ

ット等のシナジー効果が期待で

き、当社の企業価値向上に資する

ものと考えております。 

２．株式会社オンディーヌの概要 
（1）商号          株式会社オンディーヌ

                     

（2）代表者      代表取締役社長 

  磯辺克弘 

（3）本店所在地  神奈川県横浜市中区長 

          者町二丁目5番地14 セ 

ントラルビル202号 

（4）設立年月     昭和54年１月 

（5）主な事業内容  婦人靴を中心とした靴 
                  小売 
 （6）決算期     12 月 

（7）従業員数   62名（平成18年11月30 

                   日現在、パート勤務者 

21名を含む） 

（8）売上高     1,103 百万円（平成17 

                   年12月期） 

（9）資本金     48 百万円 

３．取得株式数及び取得前後の所有

株式の状況 

（1）異動前の所有株式数    0株 

（2）取得株式数     96,000株 

（3）異動後の所有株式数 96,000株 

（4）異動後の所有割合       100％ 

なお、契約上の理由により取得価

額を記載しておりません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金 ※１ 1,953    1,590   1,910    

２ 受取手形 ※４ 377    524   360    

３ 売掛金   9,691    8,933   10,358    

４ たな卸資産   7,420    6,998   6,616    

５ 短期貸付金   3,140    1,789   2,801    

６ 繰延税金資産   290    376   364    

７ その他 ※５ 464    478   508    

貸倒引当金   △912    △2,066   △762    

流動資産合計     22,425 68.9  18,625 62.6   22,157 68.0

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産                

(1) 土地 ※１ 2,701    2,701   2,701    

(2) その他 ※ 
１ 
２ 

1,054   1,007 1,012   

有形固定資産合計     3,755 11.5  3,708 12.5   3,713 11.4

２ 無形固定資産                

   電話加入権   21    21   21    

無形固定資産合計     21 0.1  21 0.1   21 0.1

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券 ※１ 3,279    3,838   3,763    

(2) 長期貸付金   1,395    2,509   1,445    

(3) 繰延税金資産   1,006    1,075   712    

(4) その他   1,188    1,308   1,216    

投資損失引当金   △383    △830   △360    

貸倒引当金   △122    △523   △75    

投資その他の 
資産合計    6,364 19.5 7,378 24.8   6,701 20.6

固定資産合計     10,142 31.1  11,108 37.4   10,437 32.0

資産合計     32,567 100.0  29,734 100.0   32,594 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形   5,892    4,908   6,173    

２ 買掛金   1,060    2,516   1,592    

３ 短期借入金 ※１ 8,317    6,757   6,686    

４ 賞与引当金   93    141   93    

５ 事業再編引当金   ―    800   ―    

６ その他 ※５ 1,213    1,209   1,299    

流動負債合計     16,577 50.9  16,333 54.9   15,845 48.6

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※１ 1,701    1,439   1,846    

２ 退職給付引当金   2,910    2,939   2,914    

３ 役員退職慰労引当金   132    149   144    

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債   969   985 985   

５ その他   94    115   84    

固定負債合計     5,808 17.8  5,628 18.9   5,974 18.3

負債合計     22,386 68.7  21,961 73.9   21,819 66.9

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     5,355 16.4  ― ―   5,355 16.4

Ⅱ 資本剰余金                

  資本準備金   2,701    ―   2,701    

資本剰余金合計     2,701 8.3  ― ―   2,701 8.3

Ⅲ 利益剰余金                

  中間(当期) 
未処分利益   56   ― 351   

利益剰余金合計     56 0.2  ― ―   351 1.1

Ⅳ 土地再評価差額金     1,454 4.5  ― ―   1,429 4.4

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    619 1.9 ― ―   945 2.9

Ⅵ 自己株式     △5 △0.0  ― ―   △7 △0.0

資本合計     10,181 31.3  ― ―   10,775 33.1

負債資本合計     32,567 100.0  ― ―   32,594 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ―   5,355    ―  

２ 資本剰余金                

資本準備金   ―    2,701   ―    

資本剰余金合計     ―   2,701    ―  

３ 利益剰余金                

その他利益剰余金                

繰越利益剰余金   ―    △2,434   ―    

利益剰余金合計     ―   △2,434    ―  

４ 自己株式     ―   △8    ―  

株主資本合計     ― ―  5,612 18.9   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 706   ― 

２ 繰延ヘッジ損益     ―   24    ―  

３ 土地再評価差額金     ―   1,429    ―  

評価・換算差額等 
合計    ― ― 2,160 7.3   ― ―

純資産合計     ― ―  7,772 26.1   ― ―

負債純資産合計     ― ―  29,734 100.0   ― ―

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     15,763 100.0  15,909 100.0   34,310 100.0

Ⅱ 売上原価     10,696 67.9  10,747 67.6   23,439 68.3

売上総利益     5,066 32.1  5,161 32.4   10,870 31.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費     4,875 30.9  5,051 31.8   10,053 29.3

営業利益     191 1.2  110 0.7   817 2.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   131 0.8  139 0.9   222 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２   243 1.5  170 1.1   445 1.3

経常利益     79 0.5  79 0.5   594 1.7

Ⅵ 特別利益 ※４   10 0.1  2 0.0   76 0.2

Ⅶ 特別損失 ※５   292 1.9  3,090 19.4   576 1.7

税引前当期純利益 
又は税引前 
中間純損失(△) 

   △202 △1.3 △3,009 △18.9   94 0.3

法人税、住民税 
及び事業税   9   9 18   

法人税等調整額   10 19 0.1 △231 △222 △1.4 3 21 0.1

当期純利益又は 
中間純損失(△)    △222 △1.4 △2,786 △17.5   72 0.2

前期繰越利益     293   ―    293  

土地再評価差額金 
取崩額    △14 ―   △14 

中間(当期) 
未処分利益    56 ―   351 

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

項 目 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701 

中間会計期間中の変動額       

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 

平成18年９月30日残高(百万円) 5,355 2,701 2,701 

項 目 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(百万円) 351 351 △7 8,399 

中間会計期間中の変動額         

 中間純損失 △2,786 △2,786   △2,786 

 自己株式の取得     △0 △0 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △2,786 △2,786 △0 △2,787 

平成18年９月30日残高(百万円) △2,434 △2,434 △8 5,612 

項 目 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 945 ― 1,429 2,375 10,775 

中間会計期間中の変動額           

 中間純損失         △2,786 

 自己株式の取得         △0 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △239 24   △215 △215 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △239 24 ― △215 △3,002 

平成18年９月30日残高(百万円) 706 24 1,429 2,160 7,772 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算末日の市場価

格等に基づく時価法(評

価差額は、全部資本直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定) 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原

価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算末日の市場価

格等に基づく時価法(評

価差額は、全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

  時価のないもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は、全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定) 

  時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ取引 

時価法 

 (2) デリバティブ取引 

同左 

 (2) デリバティブ取引 

同左 

 (3) たな卸資産 

①製品・商品 

総平均法に基づく低価法 

②材料 

移動平均法に基づく低価法 

③仕掛品 

総平均法に基づく低価法 

④貯蔵品 

移動平均法に基づく低価法 

 (3) たな卸資産 

①製品・商品 

同左 

②材料 

同左 

③仕掛品 

同左 

④貯蔵品 

同左 

 (3) たな卸資産 

①製品・商品 

同左 

②材料 

同左 

③仕掛品 

同左 

④貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  なお、耐用年数及び残存価額に

ついては法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降
取得した建物(建物附属設備を除
く)については定額法によっており
ます。また取得価額が10万円以上
20万円未満の資産については、３
年均等償却によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
  定率法によっております。 
 ただし、平成10年４月１日以降
取得した建物(建物附属設備を除
く)については定額法によってお
ります。また取得価額が10万円以
上20万円未満の資産については、
３年均等償却によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  なお、償却年数については法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

 (2) 無形固定資産 

   同左 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。 
 なお、償却期間については法人
税法に規定する方法と同一の基準
によっております。 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。 

 (3) 長期前払費用 

   同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、回収不能見込額を計

上しております。  

 ①一般債権 

貸倒実績率によっておりま

す。 

 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

財務内容評価法によっており
ます。 

３ 引当金の計上基準
 (1) 貸倒引当金 

   同左 

  

  

 ①一般債権 

 同左 

  

 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

 同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

   同左 

  

  

 ①一般債権 

 同左 

  

 ②貸倒懸念債権及び破産更生債権 

 同左 

 (2) 投資損失引当金 

   財政状態の悪化した子会社等

への投資に対する損失に備える

ため、実質価値の低下の程度な

らびに将来の回復の見込み等を

総合的に勘案して計上しており

ます。 

 (2) 投資損失引当金 

   財政状態の悪化した子会社及

び関連会社への投資に対する損

失に備えるため、実質価値の低

下の程度ならびに将来の回復の

見込み等を総合的に勘案して計

上しております。 

 (2) 投資損失引当金 

   同左 

 (3) 賞与引当金 
 従業員に対して支給する賞与
の支出に充てるため、賞与支給
規程に基づき支給見込額の当中
間会計期間負担額を基準として
計上しております。 

 (3) 賞与引当金 

   同左 

 (3) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、賞与支給規
程に基づき支給見込額の当期負
担額を基準として計上しており
ます。 

   (4) 事業再編引当金 

   事業再編により予定している

卸売子会社５社の解散に伴う損

失見込額を計上しております。 

  

 (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職金支給に備える
ため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、当中間会計期間に
おいて発生していると認められ
る額を計上しております。 
 なお、数理計算上の差異につ
いては、３年間の定率法によ
り、翌事業年度から費用処理し
ております。 

 (5) 退職給付引当金 

   従業員の退職金支給に備える
ため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、当中間会計期間に
おいて発生していると認められ
る額を計上しております。ま
た、数理計算上の差異について
は、３年間の定率法により、そ
れぞれ発生の翌事業年度から費
用処理しております。 

 (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職金支給に備える
ため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、計上しておりま
す。また、数理計算上の差異に
ついては、３年間の定率法によ
り、それぞれ発生の翌事業年度
から費用処理しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、「役員退職慰労金内

規」に基づく中間会計期間末要

支給額を計上しております。 

 (6) 役員退職慰労引当金 

   同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、「役員退職慰労金内

規」に基づく当事業年度末要支

給額を計上しております。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法 

   繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

   また、ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップ及び金利キャ

ップについては、特例処理を採

用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法 

   繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

   また、特例処理の要件を満た

す金利スワップ等については、

特例処理を採用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法 

同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引(為替予約

取引、金利スワップ取引、金

利キャップ取引) 

  ヘッジ対象 

   相場変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価

に反映されないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定されそ

の変動が回避されるもの 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引(為替予約

取引、金利スワップ取引等) 

  

  ヘッジ対象 

相場変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価

に反映されないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定されそ

の変動が回避されるもの 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ヘッジ方針 

   相場変動等による損失の可能

性が極めて高いと判断した場

合、及びキャッシュ・フローの

固定を必要と判断した場合に取

締役会の承認を得てヘッジ目的

でデリバティブ取引を行ってお

ります。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

④ヘッジの有効性評価の方法 

   為替予約取引は元本交換を行

わない固定金利によるクーポン

スワップによっており、また金

利スワップ、金利キャップは固

定金利であるため、ヘッジ手段

の有効性を定期的に確認してお

ります。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

 為替予約取引は元本交換を行

わない固定レートによるクーポ

ンスワップによっており、また

金利スワップ等は固定金利であ

り、ヘッジ手段の有効性を定期

的に確認しております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

⑤その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計に係るもの 

   ヘッジ対象、ヘッジ手段は取

締役会で決定され、取締役会で

の決定事項の実行及び管理は経

理部が行っております。管理本

部長はヘッジの有効性を判断

し、有効性について疑義がある

場合は取締役会に報告しており

ます。 

⑤その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計に係るもの 

同左 

⑤その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

  消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

同左 

６ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理について 

同左 



会計方針の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 

 これにより税引前中間純損失が７

百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該資産であります土地の金

額から直接控除しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)並びに改正後の「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 最終改

正平成18年８月11日 企業会計基準

第１号)及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号)を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は7,748百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。 

 これにより税引前当期純利益が７

百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該資産であります土地の金額か

ら直接控除しております。 



表示方法の変更 

  

  

  

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――― 

  

  

  

  

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間まで、旧有限会社法に規定する有限

会社に対する出資持分は、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、会社法及び会社

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条

第２項により、その持分が有価証券(株式)とみなされ

ることとなったことから、当中間会計期間より投資そ

の他の資産の「投資有価証券」に含めて表示しており

ます。 

なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含め

た特例有限会社に対する出資持分は１百万円でありま

す。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― 

  

  

  

  

(賞与支給の対象期間の変更につい

て) 

 当中間会計期間から賞与支給の対

象期間が、当社の給与規程の改訂に

より、冬期賞与が４月から９月（前

事業年度までは６月から11月）、夏

期賞与が10月から翌年３月(前事業

年度までは12月から翌年５月）まで

となりました。 

 この変更に伴い、従来の対象期間

によった場合に比べ、賞与引当費用

(売上原価、販売費及び一般管理費)

が47百万円増加しております。 

――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

    
(うち工
場財団)

  単位：百万円

預金 200百万円 ―

有形固定 
資産 

3,365百万円 (2,526)

投資有価 
証券 

2,656百万円 ―

計 6,221百万円 (2,526)

※１ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

   
(うち工
場財団)

  単位：百万円

有形固定
資産 

3,320百万円 (2,488)

投資有価
証券 

2,155百万円  

計 5,475百万円 (2,488)

※１ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

   
(うち工 
場財団) 

 単位：百万円

有形固定
資産 

3,344百万円 (2,508)

投資有価
証券 

2,281百万円   

計 5,625百万円 (2,508)

  (2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 7,294百万円

長期借入金 1,701百万円

１年以内に返済 
する長期借入金 

945百万円

計 9,940百万円

  (2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 5,338百万円

長期借入金 1,346百万円

１年以内に返済

する長期借入金 
1,249百万円

計 7,933百万円

  (2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 5,137百万円

長期借入金 1,699百万円

１年以内に返済 
する長期借入金 

1,399百万円

計 8,235百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,742百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,785百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,741百万円 

 ３ 受取手形割引高 1,285百万円

   

 ３ 受取手形割引高 1,156百万円  ３ 受取手形割引高 1,537百万円

※４ ――― ※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

  なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期末残高に含まれ

ております。 

 受取手形     141百万円 

※４ ――― 

※５ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※５ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※５ ――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 36百万円

受取配当金 26百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 41百万円

受取配当金 27百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 72百万円

受取配当金 29百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 111百万円

手形売却損 12百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 86百万円

手形売却損 6百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 221百万円

手形売却損 23百万円

売上割引 23百万円 売上割引 22百万円 売上割引 51百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 63百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 46百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 118百万円

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

10百万円

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金
戻入益 

2百万円

※４ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

76百万円

※５ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 33百万円

貸倒引当金 
繰入額 240百万円

構造改革 
特別損失 11百万円

減損損失 7百万円

※５ 特別損失の主要項目 

事業再編損失 3,024百万円

リース解約
特別損失 66百万円

   

※５ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 43百万円

貸倒引当金 
繰入額 228百万円

構造改革 

特別損失 
296百万円

減損損失 7百万円

固定資産除却損は店舗閉鎖に

係る除却損などであります。 

貸倒引当金繰入額は、連結子

会社３社の解散に伴うものなど

であります。 

構造改革特別損失は、連結子

会社である鹿児島製靴㈱の解散

に伴うものであります。 

事業再編損失は、事業再編に

よる連結子会社の解散に伴うも

のなどであります。内訳は以下

のとおりであります。 

  

リース解約特別損失は、基幹

システムの変更による、旧リー

ス契約の解約によるものであり

ます。 

事業再編
引当金繰入額 800百万円

投資損失
引当金繰入額 470百万円

貸倒引当金

繰入額 
1,754百万円

固定資産除却損は店舗の閉鎖

に係る除却損などであります。 

貸倒引当金繰入額は、主に連

結子会社に対するものでありま

す。 

構造改革特別損失は、連結子

会社である鹿児島製靴㈱の解散

に伴うものであります。 



  

  

  

  

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

自己株式に関する事項 

  

  
（変動事由の概要） 

 単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

減損損失 

当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

(経緯) 

上記の土地については、現在遊

休資産となっております。 

今後の利用計画もなく、地価も

著しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。 

 (グルーピングの方法) 

当社は、固定資産について共用

資産、賃貸資産及び遊休資産にグ

ルーピングしております。 

 (回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、固定資産税評

価額を合理的に調整した価格に基

づき算定しております。 

  

用途 遊休 

種類 土地 

場所 千葉県富里市 

金額 ７百万円 

――― 減損損失 

当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

(経緯) 

上記の土地については、現在遊

休資産となっております。 

今後の利用計画もなく、地価も

著しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。 

 (グルーピングの方法) 

当社は、固定資産について共用

資産、賃貸資産及び遊休資産にグ

ルーピングしております。 

 (回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、固定資産税評

価額を合理的に調整した価格に基

づき算定しております。 

用途 遊休 

種類 土地 

場所 千葉県富里市 

金額 ７百万円 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 48,213 3,866                      ― 52,079 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  
工具器
具備品 

その他
無形固
定資産 

合計 

取得価額 
相当額 

百万円

655
百万円

39
百万円

694
減価償却 
累計額 
相当額 

106 9 115

中間期末 
残高 
相当額 

548 30 579

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  
工具器
具備品

その他
無形固
定資産

合計

取得価額 
相当額 

百万円

559
百万円

176
百万円

735
減価償却 
累計額 
相当額 

207 54 261

中間期末 
残高 
相当額 

351 122 474

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

工具器
具備品 

その他
無形固
定資産 

合計 

取得価額
相当額 

百万円

559
百万円

168
百万円

727
減価償却
累計額 
相当額 

151 35 187

期末残高
相当額 

407 132 540

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 136百万円

１年超 448百万円

合計 585百万円

②未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 146百万円

１年超 337百万円

合計 484百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 145百万円

１年超 403百万円

合計 549百万円

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 65百万円

減価償却費 
相当額 

62百万円

支払利息相当額 5百万円

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 78百万円

減価償却費
相当額 

74百万円

支払利息相当額 5百万円

③支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 141百万円

減価償却費
相当額 

133百万円

支払利息相当額 11百万円

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

 利息相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年以内 1百万円

１年超 0百万円

合計 2百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年以内 0百万円

１年超 ―百万円

合計 0百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

未経過リース料 

１年以内 1百万円

１年超 0百万円

合計 1百万円



(有価証券関係) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

  

  

  

  

(企業結合等関係) 

  

該当事項はありません。 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

種類 

中間 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円)

差額 
(百万円) 

中間
貸借対照表
計上額 
(百万円) 

時価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表
計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円)

(1)子会社 

株式 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

(2)関連会社 
株式 

866 2,454 1,588 866 1,980 1,114 866 2,916 2,050

合計 866 2,454 1,588 866 1,980 1,114 866 2,916 2,050 



(１株当たり情報) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額     313.65円 １株当たり純資産額     239.54円 １株当たり純資産額     332.04円 

１株当たり中間純損失     6.85円 １株当たり中間純損失    85.88円 １株当たり当期純利益     2.24円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
ないため並びに中間純損失が計上さ
れているため、記載しておりませ
ん。 
  
１株当たり中間純損失の算定上の基
礎 
中間損益計算書上の中間純損失 

222百万円 
普通株式に係る中間純損失 

222百万円 
普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳 
該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

32,462,294株 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため並びに中間純損失が
計上されているため記載しておりま
せん。 
  
算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

中間貸借対照表の純資産の部の

合計額 

7,772百万円 

普通株式に係る純資産額 

7,772百万円 

普通株式の発行済株式数 

32,500,000株 

普通株式の自己株式数 

52,079株 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数 
32,447,921株 

  
２ １株当たり中間純損失 
中間損益計算書上の中間純損失 

2,786百万円 
普通株式に係る中間純損失 

2,786百万円 
普通株主に帰属しない金額の主
要な内訳 
該当事項はありません。 
普通株式の期中平均株式数 

32,449,854株 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式が
ないため、記載しておりません。 
  
  
  
１株当たり当期純利益の算定上の基
礎 
損益計算書上の当期純利益 

72百万円 
普通株式に係る当期純利益 

72百万円 
普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳 
該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 
32,457,907株 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

  

該当事項ありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― （株式会社オンディーヌの株式取

得） 

 当社は、平成18年12月18日付けで

株式会社オンディーヌの発行済株式

（100％）を譲り受けました。 

――― 

１．株式譲受の理由 

当社は、更なる小売事業領域の

拡大、幅広い顧客層への浸透を図

るため、婦人靴専門店の強化に取

り組んでおり、このたび、その一

環として、長年にわたり婦人靴専

門店を運営してきた経営実績、当

社にない商品調達力並びに優秀な

人材、良質な店舗等に注目し、株

式会社オンディーヌの全株式を取

得し当社グループ会社とすること

といたしました。 

当社といたしましては、株式会

社オンディーヌの各種ノウハウを

活用することにより、商品の開

発・企画力の強化、取扱商品の拡

充、共同仕入れによる規模のメリ

ット等のシナジー効果が期待で

き、当社の企業価値向上に資する

ものと考えております。 

２．株式会社オンディーヌの概要 
（1）商号          株式会社オンディーヌ

                     

（2）代表者      代表取締役社長 

  磯辺克弘 

（3）本店所在地  神奈川県横浜市中区長 

          者町二丁目5番地14 セ 

ントラルビル202号 

（4）設立年月     昭和54年１月 

（5）主な事業内容  婦人靴を中心とした靴 
                  小売 
 （6）決算期     12 月 

（7）従業員数   62名（平成18年11月30 

                   日現在，パート勤務者 

21名を含む） 

（8）売上高     1,103 百万円（平成17 

                   年12月期） 

（9）資本金     48 百万円 

３．取得株式数及び取得前後の所有

株式の状況 

（1）異動前の所有株式数    0株 

（2）取得株式数     96,000株 

（3）異動後の所有株式数 96,000株 

（4）異動後の所有割合       100％ 

なお、契約上の理由により取得価

額を記載しておりません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書を平成18年

６月６日関東財務局長に提出。 

  

(2) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第174期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月29日関東財務局長に提出。 

  

(3) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発

生)の規定に基づく臨時報告書を平成18年11月６日関東財務局長に提出。 

（事業再編による特別損失の計上をすることを決議したため） 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社リーガルコーポレーション 

取締役会 御中 

  

  

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リ

ーガルコーポレーションの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間連結財務

諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社リーガルコーポレーション及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により

中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

           平成17年12月21日 

    事務所名   公認会計士 森 助紀事務所 

    公認会計士  森     助  紀  ㊞ 

    事務所名   公認会計士 小林恒男事務所 

    公認会計士  小  林  恒  男  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

株式会社リーガルコーポレーション 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社リーガルコーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社リーガルコーポレーション及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、株式会社オンディーヌの発行株式(100％)を、平成18年12月18日付けで、譲

り受けました。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

           平成18年12月22日 

藍 監査法人 

指定社員 
公認会計士 小  林  恒  男  ㊞ 

業務執行社員 

指定社員 
公認会計士 古  谷  義  雄  ㊞ 

業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

株式会社リーガルコーポレーション 

取締役会 御中 

  

  

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社リ

ーガルコーポレーションの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第174期事業年度の中間会計期間(平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表

には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

  

私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社リーガルコーポレーションの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平

成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により

中間財務諸表を作成している。 

  

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

  

           平成17年12月21日 

    事務所名   公認会計士 森 助紀事務所 

    公認会計士  森     助  紀  ㊞ 

    事務所名   公認会計士 小林恒男事務所 

    公認会計士  小  林  恒  男  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

株式会社リーガルコーポレーション 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社リーガルコーポレーションの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第175期事業年度の中間会計期間(平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社リーガルコーポレーションの平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、株式会社オンディーヌの発行株式(100％)を、平成18年12月18日付けで、譲

り受けました。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

           平成18年12月22日 

藍 監査法人 

指定社員 
公認会計士 小  林  恒  男  ㊞ 

業務執行社員 

指定社員 
公認会計士 古  谷  義  雄  ㊞ 

業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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