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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(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 ％

21年3月期第1四半期 8,270 ― △273 ― △232 ― △268 ―

20年3月期第1四半期 8,596 5.5 152 △15.4 111 △36.8 62 22.3

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

21年3月期第1四半期 △8.93 ―

20年3月期第1四半期 2.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 30,560 7,818 25.5 260.35
20年3月期 31,669 8,197 25.8 269.63

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,777百万円 20年3月期  8,185百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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2四半期連結累計期間 18,200 ― △80 ― △55 ― △200 ― △6.64

通期 39,450 1.1 650 △38.4 600 △45.2 300 △51.2 9.96

4.  その他 
(1) 期中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  

（注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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及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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から
平成20年６月30日まで）は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１
項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。  

新規 1 社 （社名 蘇州麗格皮革製品有限公司 ） 除外 5 社 （社名
株式会社フィット北日本、株式会社フィット東北
日本、株式会社フィット中部日本、株式会社フィ
ット西日本、株式会社タップスウエスト

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  32,500,000株 20年3月期  32,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,625,291株 20年3月期  2,141,841株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  30,116,434株 20年3月期第1四半期  30,662,077株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、米国景気の低迷に加え、原油価格や原材料価格の高騰の影響など

により、減速傾向が続きました。個人消費につきましても、ガソリンや食料品などの生活関連商品の値上

がりの影響を受け低迷いたしました。

当靴業界におきましても、個人消費が低迷するなか、紳士靴につきましては、勝ち組といわれた流通チ

ャネルでも部分的にセールの前倒しが行われるなど全般的に低調に推移いたしました。婦人靴につきまし

ても、土日に雨が多かったことや季節はずれの寒さなどによる影響でサンダルが不調となる一方、パンプ

スやオープントウは好調でしたがサンダルの減少分を補うには至らず、低調に推移いたしました。

このような環境のなかで、当社グループは、ブランド特性に応じたチャネル別の営業体制の下で、高付

加価値商品の提案、カジュアル・コンフォート商品の開発強化、取引先との特注品開発や、直営店の出店

など積極的な営業活動に注力するとともに、多様化するお客様のニーズへの迅速な対応や事業の効率化に

取り組んでまいりました。

靴卸売部門につきましては、紳士靴は一部の新製品が好調に推移いたしましたが、主力のドレスタイプ

の定番商品の売上げが減少するなど、全般的に苦戦いたしました。婦人靴は、主力の婦人リーガルは前年

並みを維持しましたが、婦人靴マーケット全体の低調を受け全般としては苦戦いたしました。靴小売部門

につきましては、上海リーガル２店舗、クラークスショップ１店舗、ナチュラライザーショップ１店舗、

アウトレット３店舗の計７店舗を出店するなど積極的な営業活動を行い、直営店の店舗数は116店舗とな

りました。しかしながら、小売店舗増加による人件費や賃借料など経費の増加や個人消費の低迷などによ

る小売子会社の売上不振により、全般としては苦戦いたしました。

この結果、当第1四半期の連結売上高は8,270百万円(前年同期比3.8％減)となりました。利益面では、

営業損失273百万円(前年同期営業利益152百万円)、経常損失232百万円(前年同期経常利益111百万円)、四

半期純損失268百万円(前年同期四半期純利益62百万円)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末における総資産は、30,560百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,108百万円減少い

たしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少などによるものであります。

当第１四半期末における負債は、22,742百万円となり、前連結会計年度末に比べ 729百万円減少いたし

ました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少などによるものであります。

当第１四半期末における純資産は、7,818百万円となり、前連結会計年度末に比べ 379百万円減少いた

しました。これは主に、配当金の支払及び四半期純損失を計上したことによる利益剰余金の減少や自己株

式の取得などによるものであります。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
原材料価格の高騰や個人消費の低迷に対して、高付加価値商品の提案、カジュアル・コンフォート商品

の開発、取引先との特注品開発や直営店の出店を行うとともに、マスメディアによる広告宣伝や店頭にお

ける販売促進などの諸施策を計画しております。

一方、当第１四半期の結果を受けて、一層の利益獲得に向けて売上原価や販売管理費の見直しなどコス

ト削減を行いますが、引き続き、小売店舗増加による店舗運営費等の増加や、個人消費の低迷による小売

子会社の売上不振も想定されます。

これらを勘案し、今期の業績を下記のとおり修正いたします。

詳細につきましては、本日（平成20年８月８日付）別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。

平成21年３月期第２四半期連結累計期間業績予想の修正(平成20年４月１日～平成20年９月30日)

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

前回発表予想(A) 18,370 350 300 100 3.29

今回発表予想(B) 18,200 △ 80 △ 55 △ 200 △ 6.64

増減額(B-A) △ 170 △ 430 △ 355 △ 300 ─

増減率(%) △ 0.9 ─ ─ ─ ─

(ご参考)前期第２四半期実績

(平成20年３月期第２四半期)
18,445 271 542 302 9.87

平成21年３月期通期連結業績予想の修正(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

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

前回発表予想(A) 39,500 1,100 950 500 16.47

今回発表予想(B) 39,450 650 600 300 9.96

増減額(B-A) △ 50 △ 450 △ 350 △ 200 ─

増減率(%) △ 0.1 △ 40.9 △ 36.8 △ 40.0 ─

(ご参考)前期実績

(平成20年３月期)
39,026 1,055 1,095 614 20.13
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４. その他
(１) 期中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)

① 新規

中国市場への参入などのグローバル戦略の調達先確保を図るため、中国蘇州に海外生産拠点と

して蘇州馬氏皮革製品有限公司との合弁により蘇州麗格皮革製品有限公司を平成20年４月１日に

設立し、連結子会社といたしました。

② 除外

前連結会計年度まで連結子会社でありました㈱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９月30日をもって清算を

結了いたしましたので、当第１四半期連結会計期間より、連結子会社から除外しております。

(２) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(３) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規

則を早期に適用しております。

②通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によって

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 (企業会計

基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号) が適用されたことに伴い、主として総平

均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) により算定しております。なお、当該

変更に伴う損益に与える影響はありません。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」 (企業会計基準委員

会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号) を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決

算上必要な修正を行っております。当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

④「リース取引に関する会計基準」 (企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号) 及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基

準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号) を当

第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

に変更しております。また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとして算定する方法によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所

有権移転外ファイナンス・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

理を引き続き採用しております。当該変更に伴う損益に与える影響はありません。
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５． 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,945 1,832

受取手形及び売掛金 5,274 6,445

商品及び製品 6,674 7,030

仕掛品 245 245

原材料及び貯蔵品 469 466

その他 1,303 1,107

貸倒引当金 △516 △510

流動資産合計 15,396 16,616

固定資産

有形固定資産

土地 3,958 3,958

その他（純額） 2,046 1,950

有形固定資産合計 6,005 5,909

無形固定資産

のれん 152 158

電話加入権 27 27

無形固定資産合計 179 185

投資その他の資産

投資有価証券 4,973 4,809

敷金及び保証金 1,881 1,818

その他 2,289 2,500

貸倒引当金 △164 △170

投資その他の資産合計 8,979 8,958

固定資産合計 15,164 15,053

資産合計 30,560 31,669
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,055 6,604

短期借入金 5,929 6,081

未払法人税等 33 113

ポイント引当金 300 300

賞与引当金 211 448

役員賞与引当金 3 15

その他 2,653 2,150

流動負債合計 15,187 15,714

固定負債

長期借入金 2,238 2,367

退職給付引当金 4,083 4,097

役員退職慰労引当金 167 163

その他 1,065 1,129

固定負債合計 7,554 7,756

負債合計 22,742 23,471

純資産の部

株主資本

資本金 5,355 5,355

資本剰余金 704 702

利益剰余金 434 863

自己株式 △436 △335

株主資本合計 6,057 6,585

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 293 190

繰延ヘッジ損益 △8 △15

土地再評価差額金 1,429 1,429

為替換算調整勘定 5 △5

評価・換算差額等合計 1,720 1,599

少数株主持分 40 12

純資産合計 7,818 8,197

負債純資産合計 30,560 31,669

決算短信 2008年08月08日 12時13分 06320xe02_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－6－



㈱リーガルコーポレーション (7938) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

      【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 8,270

売上原価 4,766

売上総利益 3,504

販売費及び一般管理費 3,777

営業損失（△） △273

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 16

持分法による投資利益 24

デリバティブ評価益 71

雑収入 14

営業外収益合計 127

営業外費用

支払利息 39

売上割引 17

雑支出 29

営業外費用合計 86

経常損失（△） △232

特別損失

固定資産売却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純損失（△） △232

法人税、住民税及び事業税 25

法人税等調整額 13

法人税等合計 38

少数株主損失（△） △2

四半期純損失（△） △268
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 △232

減価償却費 89

のれん償却額 5

長期前払費用償却額 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 239

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △17

支払利息 39

持分法による投資損益（△は益） △24

有形固定資産売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 2,255

たな卸資産の増減額（△は増加） 352

仕入債務の増減額（△は減少） △503

未払消費税等の増減額（△は減少） △55

割引手形の増減額（△は減少） △1,084

その他の資産の増減額（△は増加） △95

その他の負債の増減額（△は減少） △35

小計 930

利息及び配当金の受取額 40

利息の支払額 △39

法人税等の支払額 △88

営業活動によるキャッシュ・フロー 842

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 40

有形固定資産の取得による支出 △159

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △4

貸付金の回収による収入 0

その他 △58

投資活動によるキャッシュ・フロー △181

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △18

長期借入金の返済による支出 △263

自己株式の取得による支出 △103

配当金の支払額 △160

少数株主からの払込みによる収入 30

財務活動によるキャッシュ・フロー △514

現金及び現金同等物に係る換算差額 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 152

現金及び現金同等物の期首残高 1,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,945
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７

条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己

株式を取得いたしました。この結果、当第１四半期連結会計期間において自己株式が 100百万円増加し、

当第１四半期連結会計期間末において自己株式が 436百万円となっております。

また、配当金の支払 160百万円及び四半期純損失 268百万円を計上したことなどにより、当第１四半

期連結会計期間において、利益剰余金が 429百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末において利益

剰余金が434百万円となっております。

(6) 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。

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

（１）生産実績

事業部門 生産高（百万円）

　靴関連事業 2,564 

（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

事業部門 商品仕入高（百万円）

　靴関連事業 2,911 

（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

事業部門 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

　靴関連事業 440 405 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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（４）販売実績

事業部門 金額（百万円） 構成比（%）

　靴小売部門 3,182 38.5

　靴卸売部門 4,840 58.5

　その他 247 3.0

　合計 8,270 100.0

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループの靴関連事業では、主として９月、12月、３月に売上が集中するため、当第１四半期
連結会計期間の販売実績は他の四半期連結会計期間と比べて著しく低くなっております。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

１．（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

金 額 （百万円）

Ⅰ 売上高 8,596

Ⅱ 売上原価 5,036

売上総利益 3,560

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,407

営業利益 152

Ⅳ 営業外収益 90

１ 受取利息 1

２ 受取配当金 14

３ 持分法による投資利益 37

４ 雑収入 36

Ⅴ 営業外費用 130

１ 支払利息 39

３ 売上割引 17

４ 雑支出 73

経常利益 111

Ⅵ 特別利益 0

１ 投資有価証券売却益 0

Ⅶ 特別損失 4

１ 固定資産除却損 4

税金等調整前四半期純利益 107

法人税、住民税及び事業税 13

法人税等調整額 42

少数株主損失 △10

四半期純利益 62
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２．（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

区 分 金 額 （百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロ－

  1. 税金等調整前四半期純利益 107

　2. 減価償却費 64

　3. のれん償却額 6

　4. 長期前払費用償却額 7

　5. 賞与引当金の増加額 258

　6. 退職給付引当金の減少額 △ 93

  7. 受取利息及び受取配当金 △ 16

　8. 支払利息 39

  9. 有形固定資産除却損 4

 10. 投資有価証券売却益 △0

 11. 持分法による投資利益 △ 46

 12. 売上債権の減少額 2,079

 13. たな卸資産の減少額 242

 14. 仕入債務の減少額 △ 978

 15. 未払消費税等の増加額 12

 16. その他資産の増加額 △ 64

 17. その他負債の減少額 △ 179

 18. 割引手形の減少額 △ 1,062

小計 380

 19. 利息及び配当金の受取額 38

 20. 利息の支払額 △ 40

 21. 法人税等の支払額 △ 50

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 329

Ⅱ投資活動によるキャッシュフロ－

  1. 有形固定資産の取得による支出 △ 43

  2. 投資有価証券の取得による支出 △ 3

  3. 投資有価証券の売却による収入 0

  4. 貸付金の回収による収入 0

  5. その他投資等の増加額 △ 27

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 73

Ⅲ財務活動によるキャッシュフロ－

  1. 短期借入金の純増加額 541

  2. 長期借入金の返済による支出 △ 253

  3. 自己株式の取得による支出 0

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 288

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 544

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 1,719

Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高 2,264
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３． 生産、商品仕入、受注及び販売の状況

前第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

（１）生産実績

事業部門 生産高（百万円）

　靴関連事業 2,340 

（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

事業部門 商品仕入高（百万円）

　靴関連事業 3,373

（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

事業部門 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

　靴関連事業 121 117 

（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

事業部門 金額（百万円） 構成比（%）

　靴小売部門 3,100 36.1

　靴卸売部門 5,237 60.9

　その他 258 3.0

　合計 8,596 100.0

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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