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

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年12月期第3四半期 10,204 6.9 707 77.4 734 55.6 508 61.0

29年12月期第3四半期 9,541 △0.5 398 △44.9 471 △35.7 315 △34.0

（注）包括利益 30年12月期第3四半期　　844百万円 （169.4％） 29年12月期第3四半期　　313百万円 （△22.6％）

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

30年12月期第3四半期 48.12 47.54

29年12月期第3四半期 30.14 29.76

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年12月期第3四半期 8,012 5,830 72.0

29年12月期 7,354 5,190 69.8

（参考）自己資本 30年12月期第3四半期 5,770百万円 29年12月期 5,133百万円

2. 配当の状況

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

29年12月期 ― 0.00 ― 19.00 19.00

30年12月期 ― 0.00 ―

30年12月期（予想） 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年12月期の連結業績予想（平成30年 1月 1日～平成30年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 14,500 8.8 1,000 18.1 1,000 8.1 690 9.6 65.48

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規 －社　（社名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、除外 １社　（社名）LEGS MARKETING SERVICES (MALAYSIA) SDN.BHD.

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年12月期3Q 10,840,000 株 29年12月期 10,840,000 株

② 期末自己株式数 30年12月期3Q 301,931 株 29年12月期 302,000 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年12月期3Q 10,563,474 株 29年12月期3Q 10,473,958 株

（注）株式給付信託（J-ESOP)制度導入に伴い、期末自己株式数には、信託口が保有する当社株式（30年12月期3Q100,000株、29年12月期100,000株）が
含まれております。なお、信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（30年12月期3Q100,000
株、29年12月期100,000株）。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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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、企業の業績は引き続き堅調な推移を見せているものの、西

日本豪雨や台風、大阪と北海道の地震等の災害の続発による物流と生産の滞り、およびこれまで景気を押し上げ

てきた訪日外国人による消費の落ち込みの影響に加え、米国の保護主義的な通商政策による貿易摩擦と新興国の

通貨下落の影響等により、依然先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況下、当社グループでは、中長期的な経営戦略に基づいて、コンテンツを活用した取り組みの強

化により、従来のプロモーションに加えＯＥＭ（注１）・物販等への拡大を推進してまいりました。従来のプロ

モーションにおいては、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２）、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掘りと共に、その他の

業界での新規顧客開拓を行ってまいりました。その一方、ＴＶ・映画やライブイベント等と連動し、積極的にコ

ンテンツを活用したＯＥＭ・物販やコラボカフェ企画等コト消費にも注力してまいりました。引き続き、付加価

値の高い事業の展開と生産性向上により収益力の強化を図ってまいります。また、働き方改革として、意識改革

と業務改革を進めることで、時間外勤務管理体制を強化しております。

　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、売上高においては、ＯＥＭ顧客向け等の落ち

込みはあったものの、カフェ物販および日用品メーカー顧客向け等の好調により前年同期比で増収となりまし

た。営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益に関しては、主に人件費等を中心とした販売

費及び一般管理費の増加分を増収により吸収し、前年同期比で増益となりました。

　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10,204百万円（前年同期比6.9％増）、営業利益は

707百万円（前年同期比77.4％増）、経常利益は734百万円（前年同期比55.6％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は508百万円（前年同期比61.0％増）となりました。

（注１）発注元企業の名称やブランド名で販売される商品

（注２）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657百万円増加し、8,012百万円となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したものの、投資有価証券、商品および流動資産の「その他」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16百万円増加し、2,181百万円となりまし

た。これは主に、未払法人税等が減少したものの、賞与引当金、買掛金および固定負債の「その他」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640百万円増加し、5,830百万円となりま

した。これは主に、その他有価証券評価差額金および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30年７月26日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,884,570 2,846,173

受取手形及び売掛金 2,885,609 2,723,927

商品 295,317 436,298

その他 176,149 306,220

貸倒引当金 △25,588 △21,461

流動資産合計 6,216,058 6,291,158

固定資産

有形固定資産 64,963 57,504

無形固定資産 23,719 27,333

投資その他の資産

投資有価証券 604,907 1,193,632

その他 445,233 442,467

投資その他の資産合計 1,050,140 1,636,099

固定資産合計 1,138,823 1,720,937

資産合計 7,354,882 8,012,096

負債の部

流動負債

買掛金 1,018,675 1,071,416

未払法人税等 264,563 50,227

賞与引当金 90,225 198,833

その他 379,875 291,305

流動負債合計 1,753,340 1,611,782

固定負債

退職給付に係る負債 224,654 242,981

株式給付引当金 23,205 33,915

その他 163,458 292,520

固定負債合計 411,318 569,417

負債合計 2,164,658 2,181,200

純資産の部

株主資本

資本金 220,562 350,000

資本剰余金 377,016 246,263

利益剰余金 4,462,350 4,793,773

自己株式 △146,002 △175,081

株主資本合計 4,913,926 5,214,955

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 152,654 496,965

為替換算調整勘定 66,703 58,608

その他の包括利益累計額合計 219,357 555,573

新株予約権 56,939 60,367

純資産合計 5,190,224 5,830,895

負債純資産合計 7,354,882 8,012,096
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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29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 9,541,650 10,204,291

売上原価 6,842,612 7,093,640

売上総利益 2,699,037 3,110,651

販売費及び一般管理費 2,300,347 2,403,182

営業利益 398,690 707,468

営業外収益

受取利息 4,366 5,503

受取配当金 221 －

為替差益 － 144

受取保険金 52,193 4,572

受取手数料 8,140 8,810

その他 11,455 7,840

営業外収益合計 76,376 26,870

営業外費用

為替差損 2,382 －

その他 693 24

営業外費用合計 3,075 24

経常利益 471,990 734,314

特別利益

新株予約権戻入益 3,014 －

投資有価証券売却益 2,774 －

特別利益合計 5,788 －

特別損失

関係会社清算損 － 10,018

特別損失合計 － 10,018

税金等調整前四半期純利益 477,779 724,295

法人税、住民税及び事業税 277,438 207,891

法人税等調整額 △115,353 8,135

法人税等合計 162,085 216,026

四半期純利益 315,694 508,269

親会社株主に帰属する四半期純利益 315,694 508,269
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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29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益 315,694 508,269

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,456 344,311

繰延ヘッジ損益 59 －

為替換算調整勘定 3,195 △8,095

その他の包括利益合計 △2,201 336,215

四半期包括利益 313,493 844,484

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 313,493 844,484
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（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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