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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30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3四半期 7,646 8.4 278 21.4 293 12.6 106 △27.3

24年12月期第3四半期 7,057 △12.3 229 △50.2 261 △43.3 147 △40.5

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 145百万円 （△40.8％） 24年12月期第3四半期 245百万円 （1.5％）

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 20.88 20.66

24年12月期第3四半期 28.94 28.54

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 4,679 3,316 69.9

24年12月期 4,309 3,197 73.2

（参考） 自己資本 25年12月期第3四半期 3,269百万円 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 ― 0.00 ―

25年12月期（予想） 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、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

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

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） ： 有

(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）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 1社 （社名） LEGS Singapore Pte. Ltd. 、 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3Q 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3Q 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3Q 5,115,731 株 24年12月期3Q 5,080,081 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクスによる公共事業増加や円安・株高傾

向、消費税増税前の駆け込み需要が景気への刺激となって回復基調が見えてきているものの、中国経済の

低迷、そしてシリア情勢に伴う原油価格高騰の可能性などにより、景気後退に対する世界経済への不安は

未だ晴れない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、顧客企業の投資対効果への期待から、販促企画の需

要は回復傾向が続いております。ＷＥＢやスマートフォンを活用した手法と店頭施策を組み合わせた手法

など、生活者の購買行動や購買接点を重視した、多様化するセールスプロモーション手法への対応力が求

められ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、ＰＯＰ分野、ＷＥＢ連動キャンペーンなどの昨今の顧客の販促

ニーズの変化に対応した新規商材提供による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、ＯＥＭ物販など新規商材等、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３四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、飲料および流通

顧客向けで順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、出版業界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があったものの、売上高の増加により前年

同期比で増益となりました。四半期純利益に関しては、平成25年７月１日に公表しております「特別損失

の計上に関するお知らせ」のとおり、商品不良損失を特別損失に計上したことにより、前年同期比で減益

となりました。 

また、海外展開については、「国内の強みを海外に」との戦略から、日本のコンテンツを活用したプロ

モーション展開を軸に、シンガポールに子会社を設立し、各コンテンツホルダー様の海外への事業展開を

サポートするためのインフラ整備を進めております。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は7,646百万円（前年同期比8.4％増）、営業

利益は278百万円（前年同期比21.4％増）、経常利益は293百万円（前年同期比12.6％増）、四半期純利益

は106百万円（前年同期比27.3％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３四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369百万円増加し、4,679百万円と

なりました。これは主に、無形固定資産が減少したものの、商品、現金及び預金ならびに受取手形及び売

掛金が増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第３四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250百万円増加し、1,362百万円とな

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３四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118百万円増加し、3,316百万円と

なりました。これは主に、利益剰余金および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 

 当第３四半期連結会計期間より、新たに設立したLEGS Singapore Pte. Ltd.を連結の範囲に含めており

ます。 

 

 

㈱レッグス（4286）　平成25年12月期第３四半期決算短信

－ 2 －



(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、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。 

これによる当第３四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３四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,397,476 1,492,700

受取手形及び売掛金 1,859,770 1,953,724

商品 205,829 337,352

その他 136,334 202,713

貸倒引当金 △8,052 △6,252

流動資産合計 3,591,357 3,980,237

固定資産

有形固定資産 31,761 35,567

無形固定資産 134,625 110,292

投資その他の資産

その他 576,025 576,563

貸倒引当金 △24,062 △23,632

投資その他の資産合計 551,963 552,931

固定資産合計 718,350 698,790

資産合計 4,309,708 4,679,028

負債の部

流動負債

買掛金 464,935 652,956

未払法人税等 53,315 72,212

賞与引当金 45,000 108,480

その他 207,158 172,614

流動負債合計 770,410 1,006,262

固定負債

長期未払金 222,380 222,380

退職給付引当金 119,492 134,011

固定負債合計 341,872 356,392

負債合計 1,112,283 1,362,655

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 2,768,494

自己株式 △118,173 △107,737

株主資本合計 3,075,740 3,149,306

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 72,873

繰延ヘッジ損益 180 △62

為替換算調整勘定 9,591 47,105

その他の包括利益累計額合計 80,761 119,915

新株予約権 40,548 47,150

少数株主持分 374 －

純資産合計 3,197,425 3,316,372

負債純資産合計 4,309,708 4,679,028
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日

至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日

至 平成25年９月30日)

売上高 7,057,240 7,646,736

売上原価 5,212,523 5,669,045

売上総利益 1,844,716 1,977,691

販売費及び一般管理費 1,615,497 1,699,517

営業利益 229,219 278,174

営業外収益

受取利息 610 740

受取配当金 16,432 23,587

受取手数料 5,928 5,557

受取保険金 11,068 2,196

為替差益 5,047 －

その他 1,083 5,722

営業外収益合計 40,172 37,803

営業外費用

支払利息 605 －

為替差損 － 16,661

投資事業組合運用損 1,912 －

開業費償却 5,209 4,552

その他 556 816

営業外費用合計 8,283 22,031

経常利益 261,107 293,946

特別損失

固定資産除却損 54 6,623

減損損失 － 6,148

商品不良損失 － 55,278

特別損失合計 54 68,050

税金等調整前四半期純利益 261,053 225,896

法人税、住民税及び事業税 120,682 165,464

法人税等調整額 △2,110 △45,479

法人税等合計 118,572 119,985

少数株主損益調整前四半期純利益 142,480 105,910

少数株主損失（△） △4,536 △918

四半期純利益 147,017 106,829
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日

至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１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 142,480 105,910

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 104,378 1,884

繰延ヘッジ損益 － △243

為替換算調整勘定 △1,838 37,513

その他の包括利益合計 102,540 39,154

四半期包括利益 245,020 145,064

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 249,474 145,439

少数株主に係る四半期包括利益 △4,453 △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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