
 

平成平成平成平成25252525年年年年12121212月期月期月期月期    第第第第1111四半期決算短信〔日本基準〕（連結）四半期決算短信〔日本基準〕（連結）四半期決算短信〔日本基準〕（連結）四半期決算短信〔日本基準〕（連結）    

平成25年5月1日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 株式会社 レッグス 上場取引所 大 

コード番号 4286 URL http://www.legs.co.jp

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 内川 淳一郎

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名） 平賀 一行 TEL 03-3408-3090

四半期報告書提出予定日 平成25年5月2日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株の割合での株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当た

り四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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12月期第1四半期 2,403 7.7 27 △50.8 51 △40.9 27 △43.2

24年12月期第1四半期 2,232 1.0 55 △32.4 87 0.7 48 12.4

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 43百万円 （△22.9％） 24年12月期第1四半期 57百万円 （21.5％）

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1四半期 5.40 5.32

24年12月期第1四半期 9.56 9.40

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 4,599 3,210 68.9

24年12月期 4,309 3,197 73.2

（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  3,167百万円 24年12月期  3,156百万円

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  

平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。 

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 ― 0.00 ― 800.00 800.00

25年12月期 ―

25年12月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日） 

 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  

平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。 

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

第2四半期(累計) 4,900 13.5 108 45.2 130 22.3 78 24.2 15.31

通期 10,000 2.4 360 10.6 400 5.7 240 26.2 47.11



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細

は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「２．サマリー情報（注記情報）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」をご覧くだ

さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株の割合での株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期末

発行済株式数、期末自己株式数および期中平均株式数を算定しております。 

※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、四半期連結財務諸表に対す

る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。 

２．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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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およ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）２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」をご覧ください。 

※  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12月期1Q 5,420,000 株 24年12月期 5,420,000 株

② 期末自己株式数 25年12月期1Q 297,200 株 24年12月期 326,000 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 5,101,360 株 24年12月期1Q 5,076,672 株
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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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権発足以降の金融緩和などによる円高修正や株

高を背景に景況感が改善してきたものの、欧州債務問題などによる世界経済の減速といった懸念材料によ

り、依然として先行きが不透明な状況が続いております。 

当社グループが属する広告・販促業界においては、販促企画の需要は回復傾向が見られるものの、前述

のとおり経済の先行きが不透明な状況が続いていることにより、顧客企業の慎重な姿勢は継続している状

況にあります。 

このような状況下、当社グループでは、中期経営計画において策定した市場戦略に基づいて従来の戦略

市場である飲料および流通業界を対象に、既存顧客の深堀りに加え、その他の業界での新規顧客開拓や昨

今の顧客の販促ニーズの変化に対応した新規商材の提供等により、戦略市場および提供サービスの幅をひ

とつひとつ拡げるべく積極的な事業展開を行ってまいりました。 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、まず売上高において、ＯＥＭ顧客向け

等が減少したものの、出版、飲料および食品顧客向けが好調だったことにより、全体としては前年同期比

で増収となりました。売上総利益率に関しては、飲料顧客向け低利益率案件の影響により前年同期比で低

下しております。営業利益、経常利益および四半期純利益に関しては、主に人件費等を中心に販売費及び

一般管理費の増加により前年同期比で減益となりました。 

また、上海でマーケティングサービス事業を展開している子会社については日中関係の悪化により業績

が低迷していましたが、業績は回復してきており、今後はさらなる業務推進を図ってまいります。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は2,403百万円（前年同期比7.7％増）、営業利益

は27百万円（前年同期比50.8％減）、経常利益は51百万円（前年同期比40.9％減）、四半期純利益は27百

万円（前年同期比43.2％減）となりました。 

 

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて289百万円増加し、4,599百万円と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金が増加したことによるも

のであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて277百万円増加し、1,389百万円とな

りました。これは主に、買掛金が増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて12百万円増加し、3,210百万円とな

りました。これは主に、為替換算調整勘定が増加したことによるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

現時点において、平成25年２月８日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月

１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。 
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これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 
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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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,397,476 1,657,584 

受取手形及び売掛金 1,859,770 1,796,421 

商品 205,829 250,892 

その他 136,334 192,851 

貸倒引当金 △8,052 △6,252 

流動資産合計 3,591,357 3,891,497 

固定資産   

有形固定資産 31,761 40,360 

無形固定資産 134,625 125,034 

投資その他の資産   

その他 576,025 566,284 

貸倒引当金 △24,062 △23,632 

投資その他の資産合計 551,963 542,652 

固定資産合計 718,350 708,047 

資産合計 4,309,708 4,599,544 

負債の部   

流動負債   

買掛金 464,935 740,452 

未払法人税等 53,315 36,998 

賞与引当金 45,000 88,000 

その他 207,158 177,061 

流動負債合計 770,410 1,042,511 

固定負債   

長期未払金 222,380 222,380 

退職給付引当金 119,492 124,486 

固定負債合計 341,872 346,867 

負債合計 1,112,283 1,389,378 

純資産の部   

株主資本   

資本金 220,562 220,562 

資本剰余金 267,987 267,987 

利益剰余金 2,705,363 2,689,225 

自己株式 △118,173 △107,737 

株主資本合計 3,075,740 3,070,037 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,988 67,788 

繰延ヘッジ損益 180 △128 

為替換算調整勘定 9,591 29,913 

その他の包括利益累計額合計 80,761 97,573 

新株予約権 40,548 42,555 

少数株主持分 374 － 

純資産合計 3,197,425 3,210,165 

負債純資産合計 4,309,708 4,599,544 
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 2,232,147 2,403,235 

売上原価 1,656,391 1,809,099 

売上総利益 575,755 594,136 

販売費及び一般管理費 520,062 566,731 

営業利益 55,693 27,404 

営業外収益   

受取利息 228 292 

受取配当金 15,880 22,919 

受取手数料 1,873 1,847 

為替差益 18,244 － 

投資事業組合運用益 － 3,093 

貸倒引当金戻入額 944 2,230 

その他 4 7 

営業外収益合計 37,174 30,390 

営業外費用   

支払利息 200 － 

為替差損 － 6,108 

投資事業組合運用損 718 － 

開業費償却 4,255 － 

その他 391 105 

営業外費用合計 5,566 6,214 

経常利益 87,301 51,580 

税金等調整前四半期純利益 87,301 51,580 

法人税、住民税及び事業税 41,511 40,958 

法人税等調整額 △1,301 △16,552 

法人税等合計 40,210 24,406 

少数株主損益調整前四半期純利益 47,090 27,174 

少数株主損失（△） △1,444 △385 

四半期純利益 48,534 27,560 

㈱レッグス（4286）　平成25年12月期第１四半期決算短信

－ 5 －



 四半期連結包括利益計算書 

 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 47,090 27,174 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,291 △3,200 

繰延ヘッジ損益 △560 △308 

為替換算調整勘定 8,255 20,332 

その他の包括利益合計 9,986 16,823 

四半期包括利益 57,076 43,997 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 59,168 44,372 

少数株主に係る四半期包括利益 △2,092 △374 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(4) 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。 
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