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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31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 ％

2022年３月期第３四半期 14,666 5.3 △362 － △216 － △307 －

2021年３月期第３四半期 13,927 △36.1 △1,731 － △1,662 － △2,153 －
(注) 包括利益 2022年３月期第３四半期 △332百万円( －％) 2021年３月期第３四半期 △1,900百万円( －％)
　

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

2022年３月期第３四半期 △96.62 －
2021年３月期第３四半期 △679.03 －

　

　

（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 ％

2022年３月期第３四半期 26,454 9,782 36.7

2021年３月期 27,871 10,285 36.6
(参考) 自己資本 2022年３月期第３四半期 9,720百万円 2021年３月期 10,197百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年３月期 － 0.00 －

2022年３月期(予想) － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、2022年３月期の配当につきまし
ては、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３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 23,000 19.8 200 － 200 － 100 － 31.52
(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 ： 無

　　

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無
　

(注) 第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と
区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主
な注記 (３) 四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

　

（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) 2022年３月期３Ｑ 3,250,000株 2021年３月期 3,250,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 58,292株 2021年３月期 70,186株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 3,186,967株 2021年３月期３Ｑ 3,170,970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
(将来に関する記述等についてのご注意)
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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料３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、新型コロナウイルス感染拡大により経済活動・消費動向は極めて

厳しい状況が続いておりましたが、ワクチン接種の進展等により新規感染者数は減少に転じ、2021年９月末には緊急事

態宣言が全面解除され、緩やかな回復基調に転じつつあります。一方で新型変異株の感染拡大リスクに対する懸念等に

より依然として先行き不透明な状況が続いております。

靴業界におきましても、段階的な行動制限の緩和による持ち直しが期待されるものの、ワークスタイルの多様化等の

影響により、革靴の市場規模全体が縮小傾向にあり、加えて原油や原材料価格の高騰等により厳しい経営環境が続いて

おります。

このような環境のなか、当社グループは、構造改革による収益性の早期改善を重点課題に掲げ、グループ全体の経営

資源の再配分等を行うことで各種コストを削減するとともに、新たな顧客創造に向けマーケットニーズに適切かつ迅速

に対応出来るような組織体制の構築と商品開発、ウェブ環境整備によるビジネスモデル改革の推進に取り組んでまいり

ました。更に靴製造業としての強みを生かし既存の取引先に拘ることなく、多種多様な新規事業の提案・開発を行うこ

とで新たな販路を開拓してまいります。

売上高につきましては、靴小売事業では、2021年10月以降緊急事態宣言解除に伴い集客は持ち直しつつあり、実店舗

を中心に緩やかな回復基調に転じ、前年同四半期比で15.3％の増収となりましたが、靴卸売事業につきましては、取引

先の売場縮小・撤退・廃業等の影響により、前年同四半期比で6.2％の減収となり、全体では未だに厳しい状況が続いて

おります。

利益面につきましては、販売費及び一般管理費は、事業構造改善施策による人件費の削減及び不採算店舗の閉店等に

より前年同四半期比で6.9％削減、コロナ禍以前の2019年同四半期比では29.1％削減し、売上総利益率につきましても展

開アイテムの適正化と在庫効率改善施策等により、3.6ポイント改善いたしました。これらの施策効果もあり、当第３四

半期連結会計期間（2021年10月から2021年12月まで）の営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は、

それぞれ500百万円超の利益計上となりましたが、第２四半期までの損失を補うまでには至らず、累計では各損益とも損

失計上となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は14,666百万円(前年同四半期比5.3％増)、営

業損失は362百万円(前年同四半期は営業損失1,731百万円)、経常損失は216百万円(前年同四半期は経常損失1,662百万

円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は307百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失2,153百万円)

の計上となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首より適用しています。詳細については、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)

四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」に記載しています。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（靴小売事業）

靴小売事業では、2021年９月末までは新型コロナウイルス変異株の急拡大の影響等により、来店・購買客数が減少し

非常に厳しい状況でしたが、緊急事態宣言解除後の10月以降、段階的な行動制限の解除により徐々に消費動向は復調傾

向となりました。

売上高につきましては、主力の「リーガルシューズ店」を中心に国内の直営小売店では、2021年９月下旬から12月に

かけて「リーガル」ブランド日本上陸60周年を記念し、SNS等インターネットを介した広告活動、有名ブランド・企業と

のコラボレーションモデルの発売等各種販促施策を実施し、第３四半期（2021年10月から2021年12月まで）の売上高は、

前年同四半期比18.3％の増収となり、当社が主力としている革靴の魅力を訴求いたしました。

当第３四半期連結累計期間の店舗展開につきましては、３店舗を出店し、不採算店舗５店舗を閉店いたしました。

（直営小売店の店舗数120店舗、前連結会計年度末比２店舗減）

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,676百万円（前年同四半期比15.3％増）、営業損失は36百万円（前

年同四半期は営業損失850百万円）となりました。
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（靴卸売事業）

靴卸売事業では、第２四半期までの売上高につきましては、前年同四半期比で4.2％の減収、第３四半期（2021年10月

から2021年12月まで）の売上高は、前年同四半期比で8.9％の減収と靴小売事業と比較しても未だに回復の兆しが見え

ず、非常に厳しい状況が続いております。

主力の百貨店業態を中心に各業態ともに、売場・店舗の縮小、撤退・廃業等の影響が著しく、更に、仕入れ抑制やク

リアランスセール時期の前倒し・期間延長等値引き販売が増加しており、計画どおりの商品展開ができない状況が続い

ております。また、一部のフランチャイズ加盟店においても、長引くコロナ禍の影響により収益状況が悪化し、店舗の

閉店、当社への営業譲渡（直営小売店化）が見られるようになり、取引先の減少傾向に歯止めが掛かっておりません。

今後は、ライフスタイルの多様化やオフィスカジュアルに対応した商品提案を行うとともに、取扱いブランド、展開

アイテム数の更なる適正化と効率化を図り、在庫効率の改善と販売・販促方法の見直しを早急に行うことにより、収益

性の向上に注力してまいります。また、靴製造業としての強みを生かし、各種企業向けOEM等の企画・開発・製造の提案

を行うなど、減少傾向にある既存取引先以外にも販路の開拓を目指してまいります。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,983百万円（前年同四半期比6.2％減）、営業損失は417百万円（前

年同四半期は営業損失977百万円）となりました。

（その他）

報告セグメントに含まれない不動産賃貸料の収入など、その他事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は87百万円

（前年同四半期比37.7％減）、営業利益は15百万円（前年同四半期比51.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,416百万円減少し、26,454百万円となりま

した。

このうち、流動資産の残高は16,770百万円と、前連結会計年度末に比べ1,254百万円減少しております。

これは、現金及び預金が260百万円、商品及び製品が1,078百万円減少したことなどが主な要因であります。

固定資産の残高は9,684百万円と、前連結会計年度末に比べ161百万円減少しております。

これは、投資有価証券が44百万円、敷金及び保証金が50百万円減少するなど、投資その他の資産が121百万円減少した

ことなどが主な要因であります。

当第３四半期連結会計期間末における負債の部の合計は、前連結会計年度末に比べ914百万円減少し、16,672百万円と

なりました。

このうち、流動負債の残高は9,944百万円と、前連結会計年度末に比べ3,304百万円減少しております。

これは、短期借入金が2,913百万円減少したことなどが主な要因であります。

固定負債の残高は6,727百万円と、前連結会計年度末に比べ2,390百万円増加しております。

これは、長期借入金が2,480百万円増加したことなどが主な要因であります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産の部の合計は、9,782百万円と、前連結会計年度末に比べ502百万円減少

しております。

これは、親会社株主に帰属する四半期純損失307百万円を計上したことなどにより利益剰余金が475百万円減少したこ

となどが主な要因であります。

なお、収益認識会計基準等の適用により、利益剰余金の期首残高が169百万円減少したこと等により純資産が減少して

おります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年３月期の業績予想につきましては、2021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。

　



株式会社リーガルコーポレーション(7938) 2022年３月期 第３四半期決算短信

4

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：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,893 6,632

受取手形及び売掛金 3,003 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 3,098

電子記録債権 279 272

商品及び製品 6,676 5,597

仕掛品 262 242

原材料及び貯蔵品 600 632

その他 597 561

貸倒引当金 △289 △268

流動資産合計 18,024 16,770

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,078 3,019

土地 1,979 1,952

その他（純額） 359 387

有形固定資産合計 5,417 5,359

無形固定資産

その他 69 86

無形固定資産合計 69 86

投資その他の資産

投資有価証券 2,430 2,386

敷金及び保証金 1,113 1,063

その他 892 828

貸倒引当金 △77 △40

投資その他の資産合計 4,360 4,238

固定資産合計 9,846 9,684

資産合計 27,871 26,454
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,726 2,041

短期借入金 9,386 6,473

未払法人税等 44 55

契約負債 － 97

ポイント引当金 136 －

店舗閉鎖損失引当金 36 3

その他 1,919 1,273

流動負債合計 13,248 9,944

固定負債

長期借入金 2,502 4,982

退職給付に係る負債 1,540 1,413

資産除去債務 188 187

その他 106 145

固定負債合計 4,337 6,727

負債合計 17,586 16,672

純資産の部

株主資本

資本金 5,355 5,355

資本剰余金 751 754

利益剰余金 2,950 2,474

自己株式 △148 △124

株主資本合計 8,908 8,460

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,072 1,028

繰延ヘッジ損益 － 1

土地再評価差額金 96 94

為替換算調整勘定 85 115

退職給付に係る調整累計額 34 20

その他の包括利益累計額合計 1,289 1,260

新株予約権 61 33

非支配株主持分 26 28

純資産合計 10,285 9,782

負債純資産合計 27,871 26,454
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 13,927 14,666

売上原価 8,084 7,979

売上総利益 5,843 6,686

販売費及び一般管理費 7,574 7,048

営業損失（△） △1,731 △362

営業外収益

受取利息 7 6

受取配当金 54 58

受取補償金 72 5

為替差益 － 94

雑収入 58 82

営業外収益合計 192 247

営業外費用

支払利息 46 68

持分法による投資損失 6 4

売上割引 7 7

為替差損 50 －

雑支出 14 22

営業外費用合計 124 102

経常損失（△） △1,662 △216

特別利益

固定資産売却益 0 4

助成金等収入 709 133

投資有価証券売却益 － 3

特別利益合計 709 141

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 2 0

投資有価証券評価損 17 －

臨時休業等による損失 1,102 153

特別損失合計 1,123 155

税金等調整前四半期純損失（△） △2,075 △230

法人税、住民税及び事業税 40 49

法人税等調整額 37 28

法人税等合計 77 78

四半期純損失（△） △2,153 △308

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 △0

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2,153 △307
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純損失（△） △2,153 △308

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 261 △43

繰延ヘッジ損益 △1 1

為替換算調整勘定 △24 31

退職給付に係る調整額 17 △13

その他の包括利益合計 253 △24

四半期包括利益 △1,900 △332

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,899 △334

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 2

　



株式会社リーガルコーポレーション(7938) 2022年３月期 第３四半期決算短信

8

（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。

（会計方針の変更）

(収益認識による会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下の通りです。

(1) 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与

REGAL MEMBERSポイントに関するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる

費用を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行

義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。

(2) 変動対価（仮価格による取引）

仮価格による取引について、従来は、販売時に仮価格で収益を認識し、その後顧客との交渉状況に応じて金額の

見直しを行っておりましたが、取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能

性が高い部分に限り取引価格に含める方法に変更しております。

(3) 返品権付きの販売

返品されると見込まれる商品又は製品について、従来は、販売時に全額収益を認識しておりましたが、収益認識

会計基準等の適用に伴い取引データの精査を行った結果、返品されると見込まれる商品又は製品について、実質的

な変動対価の状況に従い、合理的な見積額を販売時に収益認識せず、返金負債を認識する方法に変更しておりま

す。

(4) 有償支給

有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す

義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第

86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、

すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期

間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は29百万円、売上原価は０百万円それぞれ減少し、営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ31百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は

169百万円減少しております。
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収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示するこ

ととしました。なお、収益認識会計基準第89－2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新た

な表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」 (会計基準第12号

2020年３月31日) 第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から

生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響

はありません。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法については、従来、定率法（ただ

し、1998年４月１日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く) 並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物を除く）を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

当社グループでは、経営環境の変化に対応するために、事業構造改革の一環として店舗戦略の見直しを推し進め

ております。これを契機に当社及び連結子会社の有形固定資産の使用状況を検討したところ、店舗運営コストと売

上の費用収益対応の観点から、設備投資のコストを毎期平均的に負担させる定額法を採用することが会社の経済的

実態をより適切に反映する合理的な方法であると判断したことによるものです。

この変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失は49百万円、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失はそれぞれ50百万円減少しております。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)

前事業年度の有価証券報告書 (追加情報) に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重

要な変更はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による工場及び店舗等の休業・営業時間短縮により発生した固定費 (人件費・

賃借料・減価償却費等) を、臨時休業等による損失として特別損失に計上しており、これに対応する雇用調整助成金等

を助成金等収入として特別利益に計上しております。

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による国内生産子会社の工場稼働時間短縮等により発生した固定費（人件費・

賃借料・減価償却費等）を、臨時休業等による損失として特別損失に計上しており、これに対応する雇用調整助成金等

を助成金等収入として特別利益に計上しております。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１．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

(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 7,527 6,377 13,905 22 13,927 － 13,927

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

－ － － 118 118 △118 －

計 7,527 6,377 13,905 140 14,045 △118 13,927

セグメント利益又は損失(△) △850 △977 △1,827 32 △1,795 64 △1,731

(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損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

１．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並びに収益の分解情報

(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

直営店舗 7,885 － 7,885 － 7,885 － 7,885

オンラインショップ 791 － 791 － 791 － 791

百貨店 － 1,817 1,817 － 1,817 － 1,817

一般専門店等 － 4,208 4,208 － 4,208 － 4,208

その他 － △42 △42 2 △40 － △40

　顧客との契約から生じる収益 8,676 5,983 14,659 2 14,662 － 14,662

　その他の収益 － － － 3 3 － 3

　外部顧客への売上高 8,676 5,983 14,659 6 14,666 － 14,666

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

－ － － 81 81 △81 －

計 8,676 5,983 14,659 87 14,747 △81 14,666

セグメント利益又は損失(△) △36 △417 △454 15 △438 76 △362

(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損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

(収益認識基準に関する会計基準等の適用)

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識

に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「靴小売事業」の売上高は22百万円減少、

セグメント損失は39百万円減少し、「靴卸売事業」の売上高は７百万円減少、セグメント損失は７百万円増加し

ております。
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(有形固定資産の減価償却方法の変更)

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、

当社及び国内連結子会社の有形固定資産 (リース資産を除く) の減価償却方法を変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「靴小売事業」のセグメント損失は38百

万円、「靴卸売事業」のセグメント損失は11百万円それぞれ減少しております。

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。

　


