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平成 23 年 6 月 29 日 

各      位 
会 社 名  株式会社リーガルコーポレーション  
代表者名  代表取締役社長   岩 崎 幸 次 郎   

（コード番号   7938）  
問合せ先  常務取締役管理本部長 亀田元之   

（TEL 047－304－7084）  
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 23 年 3 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 23 年 5 月 13 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期 決算短信」について一部訂正すべき事項がありま

したので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線（ ）を付しております。 

 

記 

 

１． 訂正箇所 

        ①1.経営成績                             4 頁 

②2.企業集団の状況                         8 頁 

③4.連結財務諸表                            12・36 頁          

④5.個別財務諸表                               40 頁 

 

（訂正箇所） 

① 1.経営成績 

(2)財政状態に関する分析 （4 頁） 

 【訂正前】 

（流動負債）   

 当連結会計年度末における流動負債の残高は 13,815 百万円と、前連結会計年度末に比べ 2,801 百万円 

減少しております。                    （省略）    

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は 7,178 百万円と、前連結会計年度末に比べ 570 百万円 

減少しております。                   （省略）      

 

 【訂正後】 

（流動負債）   

 当連結会計年度末における流動負債の残高は 13,819 百万円と、前連結会計年度末に比べ 2,796 百万円 

減少しております。                     （省略）    

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は 7,173 百万円と、前連結会計年度末に比べ 575 百万円 

減少しております。                   （省略）      
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② 2.企業集団の状況 

   関係会社の状況 （8 頁） 

【訂正前】    

    資本金出資金   議決権の   

名称 住所 又は出資金 主要な事業 所有（被所有）割合 関係内容 

    （百万円） の内容 所有割合 被所有割合   

        （％） （％）   

   (省略)          当社商品の小売、資金援助 

(株）ニッカ （注）6 千葉県浦安市 40 靴小売事業 100     － 土地建物他を賃貸、役員の 

  （省略）           兼任 2 名等 

（省略） 
6.債務超過会社であり、平成 23 年 3 月 31 日現在における債務超過の額は 1,315 百万円であります。 
（省略） 

 
【訂正後】 

    資本金出資金   議決権の     
名称 住所 又は出資金 主要な事業 所有（被所有）割合 関係内容   

    （百万円） の内容 所有割合 被所有割合     
        （％） （％）     

 (省略)          当社商品の小売、資金援助   

(株）ニッカ （注）6 千葉県浦安市 40 靴小売事業 100     － 土地建物他を賃貸、役員の   

 (省略)           兼任 2 名等   

（省略） 
6.特定子会社であり、債務超過会社であります。平成 23 年 3 月 31 日現在における債務超過の額は 1,315 百万円であります。 
（省略） 
   
③4.連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 (12 頁) 

                              【訂正前】               【訂正後】 （単位：百万円） 

                            当連結会計年度          当連結会計年度 

                           （平成 23 年 3 月 31 日）     （平成 23 年 3 月 31 日）                               

 負債の部   

 流動負債 

         (省略) 

  その他                       1,635              1,639   

流動負債合計                    13,815                13,819  

  固定負債 

         (省略) 

  その他                       1,461               1,456   

固定負債合計                     7,178                 7,173 
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  (8)連結財務諸表に関する注記事項 

   （セグメント情報） 

 3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報(36 頁) 

当連結会計年度（自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 

【訂正前】                                                   （単位：百万円） 

         報告セグメント   

  靴小売事業 靴卸売事業 計 
その他（注 1） 合計 調整額（注 2） 合計 

 (省略）              

その他の項目               

減価償却費 296 79     375         － 375         － 375

有形固定資産の増加額 59 4     64         － 64         － 64

 【訂正後】                                                                    (単位：百万円) 

         報告セグメント   

  靴小売事業 靴卸売事業 計 
その他（注 1） 合計 調整額（注 2） 合計 

 (省略）              

その他の項目               

減価償却費 296 79     375         － 375         － 375

有形固定資産の増加額 106 4    110         － 110         － 110

 

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（36 頁） 

【訂正前】     (単位：百万円） 

  報告セグメント計 調整額   連結財務諸表計上額 

その他の項目 前連結 当連結 前連結 当連結 前連結 当連結 

  会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 

減価償却費（注 1） 356 375 8 8 364 383 

有形固定資産の増加額             

(注 2） 166 64 849 1,152 1,015 1,216 

 

【訂正後】     (単位：百万円） 

  報告セグメント計 調整額   連結財務諸表計上額 

その他の項目 前連結 当連結 前連結 当連結 前連結 当連結 

  会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 会計年度 

減価償却費（注 1） 356 375 8 8 364 383 

有形固定資産の増加額             

(注 2） 169 110 846 1,105 1,015 1,216 

 

④5.個別財務諸表 

(1)貸借対照表 (40 頁) 

                              【訂正前】               【訂正後】 （単位：百万円） 

                              当事業年度              当事業年度 

                           （平成 23 年 3 月 31 日）     （平成 23 年 3 月 31 日）                               

 負債の部   

 流動負債 

         (省略) 

  未払金                        95                  99   

        (省略) 

  流動負債合計                   12,624              12,629     

固定負債 

  長期未払金                   1,221                  1,216  

        (省略)  

   固定負債合計                    6,104               6,100  


