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1. 平成27年12月期第3四半期の連結業績（平成27年1月1日～平成27年9月30日）

平成26年12月１日付で普通株式１株につき２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 ％

27年12月期第3四半期 8,475 0.3 576 10.2 604 9.2 362 12.7

26年12月期第3四半期 8,449 10.5 523 88.3 553 88.3 321 201.3

（注）包括利益 27年12月期第3四半期 346百万円 （0.3％） 26年12月期第3四半期 345百万円 （138.3％）

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

27年12月期第3四半期 34.45 33.60

26年12月期第3四半期 30.87 30.00

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年12月期第3四半期 5,964 4,244 70.4

26年12月期 5,609 3,993 70.5

（参考）自己資本 27年12月期第3四半期 4,198百万円 26年12月期 3,956百万円

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

27年12月期第２四半期末配当金の内訳 記念配当４円00銭

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

26年12月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

27年12月期 ― 4.00 ―

27年12月期（予想） 12.00 16.00

3. 平成27年12月期の連結業績予想（平成27年 1月 1日～平成27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

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 11,900 4.0 725 16.2 745 11.8 410 11.3 38.96



(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

平成26年12月１日付で普通株式１株につき２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、期中

平均株式数（四半期累計）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

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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 注記事項

新規 1社 （社名）

LEGS MARKETING SERVICES (MALA

YSIA) SDN.BHD.

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年12月期3Q 10,840,000 株 26年12月期 10,840,000 株

② 期末自己株式数 27年12月期3Q 288,800 株 26年12月期 344,000 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期3Q 10,528,136 株 26年12月期3Q 10,427,550 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和を背景に、雇用・所得環

境の改善傾向が続き、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国経済をはじめとした海外景気の下

振れ懸念等から先行きは不透明な状況となっております。

　当社グループが属する広告・販促業界においては、景気の緩やかな回復から販促企画の需要について回復傾向

が続くなか、さらにインターネット広告事業については引き続き堅調に推移しております。今後も多様化するセ

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

ある流通および日用雑貨業界を中心に、ＶＭＤ商材（注）、ＷＥＢ連動キャンペーンなど、近年の顧客の販促ニー

ズの変化に対応した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、キャラクター

物販などの商材等、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、アミューズメントおよ

び日用雑貨顧客向け等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、全社的な利益率改善活動の結果により前年同期比で上昇しております。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があったものの、売上総利益の増加

により前年同期比で増益となりました。

　また、海外展開については、平成27年５月27日に公表いたしました「子会社設立に関するお知らせ」のとおり、

事業拡大を図るためマレーシアに子会社を設立し、キャラクター商品の製造販売および輸入販売ならびにマーケ

ティングサービスの提供をするための事業基盤の構築を進めております。

　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8,475百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は

576百万円（前年同期比10.2％増）、経常利益は604百万円（前年同期比9.2％増）、四半期純利益は362百万円（前

年同期比12.7％増）となりました。

（注） 商品展示効果を高めるため、店舗全体の空間デザインから商品の展示・陳列までを統合的に提供する商材

およびサービス

（２）財政状態に関する説明

　 （資産）

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて354百万円増加し、5,964百万円となりま

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、前連結会計年度末と比べて103百万円増加し、1,719百万円となりまし

た。これは主に、流動負債の「その他」が減少したものの、買掛金および未払法人税等が増加したことによるも

のです。

　 （純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べて251百万円増加し、4,244百万円となりま

した。これは主に、利益剰余金が増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　現時点において、平成27年６月１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 MARKETING SERVICES (MALAYSIA) SDN.BHD.を連結の範囲

に含めております。

（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

　該当事項はありません。
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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26年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,888,835 2,439,686

受取手形及び売掛金 2,371,133 2,018,637

商品 264,158 372,038

その他 185,694 196,255

流動資産合計 4,709,821 5,026,617

固定資産

有形固定資産 32,859 26,454

無形固定資産 84,645 51,531

投資その他の資産

投資有価証券 499,385 563,573

その他 282,562 296,045

投資その他の資産合計 781,947 859,618

固定資産合計 899,453 937,604

資産合計 5,609,275 5,964,222

負債の部

流動負債

買掛金 756,763 799,557

未払法人税等 53,315 207,608

賞与引当金 60,360 129,195

その他 398,088 232,772

流動負債合計 1,268,527 1,369,134

固定負債

長期未払金 184,389 176,519

退職給付に係る負債 162,860 173,791

固定負債合計 347,250 350,310

負債合計 1,615,777 1,719,445

純資産の部

株主資本

資本金 220,562 220,562

資本剰余金 335,400 347,007

利益剰余金 3,251,876 3,488,447

自己株式 △62,359 △52,367

株主資本合計 3,745,479 4,003,649

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 88,113 89,755

繰延ヘッジ損益 72 －

為替換算調整勘定 122,649 105,222

その他の包括利益累計額合計 210,834 194,978

新株予約権 37,183 46,149

純資産合計 3,993,497 4,244,777

負債純資産合計 5,609,275 5,964,222
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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26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 8,449,340 8,475,568

売上原価 6,036,192 5,960,860

売上総利益 2,413,147 2,514,708

販売費及び一般管理費 1,889,461 1,937,735

営業利益 523,686 576,972

営業外収益

受取利息 1,074 4,387

受取配当金 2,165 1,612

受取保険金 18,027 5,857

投資事業組合運用益 7,330 16,631

その他 6,039 5,166

営業外収益合計 34,637 33,655

営業外費用

為替差損 4,294 5,516

その他 501 750

営業外費用合計 4,796 6,266

経常利益 553,527 604,361

特別利益

債務免除益 1,157 775

特別利益合計 1,157 775

特別損失

固定資産除却損 1,324 16,464

補償損失 1,115 －

事業再編整理損 15,030 －

特別損失合計 17,470 16,464

税金等調整前四半期純利益 537,214 588,671

法人税、住民税及び事業税 236,347 257,757

法人税等調整額 △21,016 △31,829

法人税等合計 215,330 225,927

少数株主損益調整前四半期純利益 321,883 362,744

四半期純利益 321,883 362,744
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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26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 321,883 362,744

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,435 1,642

繰延ヘッジ損益 △53 △72

為替換算調整勘定 12,493 △17,426

その他の包括利益合計 23,875 △15,856

四半期包括利益 345,759 346,887

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 345,575 346,887

少数株主に係る四半期包括利益 183 －

決算短信 （宝印刷）  2015年10月20日 10時28分 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）

㈱レッグス（4286）　平成27年12月期第３四半期決算短信

－ 5 －



（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（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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