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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 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6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 四半期純利益 

 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％

23年 3月期第1四半期 7,339  △5.4 191   ―  138   ―   △108  ― 
22年 3月期第1四半期 7,754  △6.2 △209  ―  △263   ―   △346  ―  

 

 
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

23年 3月期第1四半期 △3.65 ―    
22年 3月期第1四半期 △11.61 ―    

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 3月期第1四半期 29,362 6,972 23.5 231.68
22年 3月期 31,410 7,045 22.2 234.16

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期 6,913百万円 22年3月期  6,987百万円 

 
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   
22年 3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00   
23年 3月期 ―    

23年 3月期(予想)  0.00 ― 0.00 0.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 16,400  △2.8 △200   ― △250   ― △300   ― △10.05
通  期 34,500  △2.3 500  260.2 400  207.0 250   ― 8.38

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

  

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名   ―    ） 、除外 －社 (社名    ―    ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（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) 23年3月期1Ｑ 32,500,000株 22年3月期 32,500,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 2,659,472株 22年3月期 2,659,272株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 29,840,578株 22年3月期1Ｑ 29,847,919株

 
 
 

※ 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ
ん。 

 

※ 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条件及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】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………  3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………  3 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………  4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 10 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 10 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 11 

  

○添付資料の目次

株式会社リーガルコーポレーション　(7938)　平成23年3月期　第1四半期決算短信

-1-



当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出関連企業などに収益の改善がみられたもの

の、雇用情勢の悪化やデフレの影響が懸念されるなど依然として厳しい状況にあります。また、個人

消費につきましては、持ち直しの兆しがみえるものの、雇用不安や先行き不透明などから本格的な回

復には至らない状況にあります。 

当靴業界におきましても、個人消費が低迷するなか、他業態を交えた競争の激化や低価格販売志向

による商品価格の下落など、依然として厳しい状況にあります。 

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販売チャネル別の営業体制の下

で、店頭売上を重視した営業活動、カジュアル・コンフォート商品の開発、直営小売店の出店など積

極的な営業活動に注力するとともに、不採算店の閉店、売上原価や販売管理費の見直しなどコスト削

減に取り組んでまいりました。 

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は 7,339百万円 (前年同四半期比 5.4％減) 、営業

利益は 191百万円 (前年同四半期営業損失 209百万円) 、経常利益は 138百万円 (前年同四半期経常

損失 263百万円) となりました。しかしながら、株価の下落により投資有価証券を減損処理したこと

などから、四半期純損失 108百万円 (前年同四半期純損失 346百万円) となりました。 

  

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

  

（靴小売事業） 

ショップのブランド別では、リーガルシューズ店、クラークスショップの店頭売上が、堅調に推移

いたしました。特にリーガルシューズ店では、５月に実施した「リーガルクラブカードポイントフェ

ア」により女性顧客層の来店が増加し、またコンフォートシューズである「リーガルウォーカー」の

先行販売が紳士靴売上に寄与いたしました。 

一方で、ナチュラライザーショップの店頭売上は、全体では前年を上回ったものの、前年下期に開

店した店の売上純増が主要因であり、既存店ベースでは前年を下回りました。また、オンディーヌは

不採算店舗の閉店セールに伴い、前年を上回った店もありましたが、総じて苦戦いたしました。 

出退店につきましては、大連久光店 (中国)、杭州セントラル店 (中国) など計３店舗を出店し、

横浜ランドマークプラザ店などオンディーヌ３店舗を閉店いたしました結果、直営小売店の店舗数

は、125店舗 (前年同四半期 128店舗) となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,445百万円、営業損失は36百万円となりまし

た。 

  

（靴卸売事業） 

紳士靴では、カジュアル・ウォーキングカテゴリーの商品や一部の「リーガル」ビジネス向け商品

が好調で、比較的堅調に推移いたしました。また、昨年から取り組んでいるアパレル業種との協業活

動も順調で、従来の顧客層以外からも支持され始めるなど、当社のブランド認知等に貢献いたしまし

た。 

婦人靴では、「ビューフィット」のレインシューズなど一部のカテゴリーでは好調に推移いたしま

したが、エレガンス商品が苦戦したこと、また昨年はバーゲン時期が例年よりも早く実施 (６月) さ

れたこともあり、売上全体では前年を下回る結果となりました。しかしながら、流通値引の減少とプ

ロパー品の消化率が高まったことで、在庫の減少と利益率改善には寄与いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,862百万円、営業利益は152百万円となりまし

た。 

  

（その他） 

不動産賃貸料の収入など、その他事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は73百万円、営業利益

は30百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等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
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、29,362百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

2,047百万円減少いたしました。これは、本社新社屋への移転に伴う有形固定資産の増加が 426百万

円あったものの、借入金の返済などにより現金及び預金が 964百万円減少したことや受取手形及び売

掛金が 1,685百万円減少したこと、また投資有価証券が株価の下落による減損処理などにより、110

百万円減少したことなどによるものであります。  

当第１四半期連結会計期間末における負債は、22,390百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

1,975百万円減少いたしました。これは、支払手形及び買掛金が 429百万円減少したことや借入金の

返済などにより、短期借入金が 1,381百万円、長期借入金が 154百万円減少したことなどによるもの

であります。  

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、6,972百万円となり、前連結会計年度末に比べ 72

百万円減少いたしました。これは主に、投資有価証券を減損処理したことなどによるその他有価証券

評価差額金 42百万円の増加などがあったものの、四半期純損失を計上したことなどにより、利益剰

余金が 108百万円減少したことなどによるものであります。 

  

②キャッシュフローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物 (以下、「資金」という。) は、

2,315百万円と、前年同四半期と比べ 711百万円の増加となりました。 

当第１四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであり

ます。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,039百万円と、前年同四半

期と比べ 1,222百万円の増加となりました。 

主な要因としては、仕入債務の減少額が前年同四半期と比べ 772百万円減少したことや税金等調

整前四半期純損失が前年同四半期と比べ 230百万円減少したことなどによるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、496百万円と、前年同四半期

と比べ 403百万円減少が増えました。  

主な要因としては、本社新社屋への移転に伴う有形固定資産の取得による支出が前年同四半期と

比べ402百万円増加したことなどによるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、1,535百万円と、前年同四半

期と比べ 1,228百万円減少が増えました。   

主な要因としては、短期借入金の純減少額が前年同四半期と比べ 520百万円増加したことや長期

借入金の返済による支出が前年同四半期と比べ 743百万円増加したことなどによるものでありま

す。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日付決算短信で発表いたしました業績

予想に変更はありません。 

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。 

  

  

  

(2) 連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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会社については、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。また、前

連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められる会社

については、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・プランニングに当該

著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（表示方法の変更） 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日) に基づく「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21年３月24日  内閣

府令第５号) の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」

の科目を表示しております。   

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,346 3,310

受取手形及び売掛金 4,217 5,903

商品及び製品 6,365 6,467

仕掛品 189 189

原材料及び貯蔵品 483 409

その他 1,471 1,108

貸倒引当金 △342 △342

流動資産合計 14,733 17,047

固定資産

有形固定資産

土地 2,290 2,279

その他（純額） 2,830 2,415

有形固定資産合計 5,121 4,694

無形固定資産

のれん 93 100

電話加入権 27 27

ソフトウエア 41 44

無形固定資産合計 162 171

投資その他の資産

投資有価証券 4,113 4,224

敷金及び保証金 3,064 3,128

その他 2,309 2,284

貸倒引当金 △141 △140

投資その他の資産合計 9,346 9,496

固定資産合計 14,629 14,363

資産合計 29,362 31,410
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,050 4,479

短期借入金 7,357 8,738

未払法人税等 26 66

賞与引当金 78 178

ポイント引当金 419 419

移転関連損失引当金 815 815

店舗閉鎖損失引当金 32 54

その他 1,961 1,865

流動負債合計 14,740 16,616

固定負債

長期借入金 1,925 2,079

退職給付引当金 3,673 3,728

資産除去債務 195 196

その他 1,855 1,744

固定負債合計 7,649 7,749

負債合計 22,390 24,365

純資産の部

株主資本

資本金 5,355 5,355

資本剰余金 702 702

利益剰余金 1,088 1,197

自己株式 △439 △439

株主資本合計 6,707 6,816

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △162 △205

繰延ヘッジ損益 △11 △9

土地再評価差額金 416 416

為替換算調整勘定 △35 △30

評価・換算差額等合計 206 171

新株予約権 9 9

少数株主持分 49 48

純資産合計 6,972 7,045

負債純資産合計 29,362 31,410
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(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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 7,754 7,339

売上原価 4,288 3,860

売上総利益 3,466 3,478

販売費及び一般管理費 3,675 3,286

営業利益又は営業損失（△） △209 191

営業外収益

受取利息 11 12

受取配当金 14 15

持分法による投資利益 28 40

雑収入 18 11

営業外収益合計 72 80

営業外費用

支払利息 40 43

売上割引 13 10

デリバティブ評価損 55 64

雑支出 16 15

営業外費用合計 126 132

経常利益又は経常損失（△） △263 138

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失

固定資産除却損 7 2

投資有価証券評価損 － 178

会員権評価損 0 －

その他 － 0

特別損失合計 7 181

税金等調整前四半期純損失（△） △271 △40

法人税、住民税及び事業税 15 28

法人税等調整額 58 38

法人税等合計 74 67

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △107

少数株主利益 1 0

四半期純損失（△） △346 △108
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △271 △40

減価償却費 89 72

のれん償却額 7 6

ソフトウエア償却費 － 2

長期前払費用償却額 3 2

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） 193 47

退職給付引当金の増減額（△は減少） △47 △55

受取利息及び受取配当金 △25 △28

支払利息 40 43

持分法による投資損益（△は益） △28 △40

有形固定資産除却損 7 2

投資有価証券評価損益（△は益） － 178

会員権評価損 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,208 2,168

たな卸資産の増減額（△は増加） 27 18

仕入債務の増減額（△は減少） △1,463 △690

未払消費税等の増減額（△は減少） 45 13

割引手形の増減額（△は減少） △826 △483

その他の資産の増減額（△は増加） △146 △173

その他の負債の増減額（△は減少） 31 52

小計 △155 1,097

利息及び配当金の受取額 48 51

利息の支払額 △36 △40

法人税等の支払額 △40 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー △183 1,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △31

有形固定資産の取得による支出 △121 △524

投資有価証券の取得による支出 △4 △5

貸付金の回収による収入 0 0

その他 32 65

投資活動によるキャッシュ・フロー △92 △496
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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） △158 △678

長期借入れによる収入 － 35

長期借入金の返済による支出 △149 △892

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △306 △1,535

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △580 △995

現金及び現金同等物の期首残高 2,183 3,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,603 2,315
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業損失の合計額に占める靴関連事業の割合が、いずれも90％を超える

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

 平成21年３月27日) 及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日) を適用しております。 

  

１.  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可

能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。 

当社グループは、内部管理上採用している区分に基づき販売方法の類似性を考慮し、「靴小売事

業」、「靴卸売事業」の２つを報告セグメントとしております。 

靴小売事業…直営店における靴関連の小売販売、インターネットにおける靴関連の小売販  

       売、「リーガルシューズ」フランチャイズ店からのロイヤリティ収入 

靴卸売事業…各種靴の専門店及び百貨店等への靴関連の卸売販売 

  

２.  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間 (自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 
  

 
(注) １. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸等の事業を含んでお

ります。 

   ２. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。 

     ３. セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３靴小売事業 靴卸売事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,445 3,862 7,307 31 7,339 ─ 7,339

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

─ ─ ─ 42 42 △ 42 ─

計 3,445 3,862 7,307 73 7,381 △ 42 7,339

セグメント利益又はセグメン
ト損失（△） 
(営業利益又は営業損失(△))

△36 152 116 30 147 44 191

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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