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１　18年２月期の連結業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 23,319 (24.3) △778 (－) △705 （－）

17年２月期 18,756 (△4.8) △90 (－) △92 (－)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年２月期 △1,166 （－） △102 39 － － △11.8 △3.8 △3.0

17年２月期 △809 (－) △71 11 － － △8.0 △0.5 △0.5

（注）①持分法投資損益 18年２月期 －百万円 17年２月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年２月期 11,391,601株 17年２月期 11,384,649株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年２月期 18,604 10,112 54.4 714 15

17年２月期 18,485 9,589 51.9 859 23

（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月期 14,160,832株 17年２月期 11,160,832株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年２月期 △164 △1,086 825 383

17年２月期 △328 △939 1,719 809

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ５社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２　19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 11,500 △130 △300

通　期 25,000 200 △160

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△11円30銭

※　上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要

因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の７ページを

ご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社（㈱イマージュ）及び子会社５社、関連会社１社によって構成されており、衣料品、日用品・

雑貨などの趣味・家庭用品、化粧品等の「通信販売事業」、衣料品等の「店舗販売事業」及び不動産賃貸業等の「その

他の事業」を行っております。

　なお、主な事業内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業に係る位置付けは、おおむね次のとおりであります。

事業区分 主な事業内容 会社名

通信販売事業

通信販売事業 当社

衣料品の販売、生産管理 ㈱アイ・フュージョン・インターナショナル

化粧品の通信販売業 ㈱アイム

インターネットサイト運営 ㈱イマージュ・ネット

店舗販売事業
衣料品の店舗販売業 当社

衣料品、雑貨等の店舗販売業 ㈱トランスコンチネンツ

その他の事業

不動産賃貸業 当社

衣料品の販売、生産管理 ㈱アイ・フュージョン・インターナショナル

化粧品販売業 ㈱リジェール

持分法を適用していな

い関連会社

主な事業内容 会社名

衣料品の製造 常州希夢時装有限公司

　（注）１．連結子会社の㈱アイムは、平成17年７月１日付で設立いたしました。

２．持分法非適用の関連会社であった㈱ベネックスは、増資により議決権比率が低下したため関連会社でなくな

りました。

３．㈱アイ・フュージョン・インターナショナルは、平成17年11月に㈱ミンクスから名称変更いたしました。

　事業の系統図は、おおむね次のとおりであります。

 

㈱アイ・フュージョン・イ
ンターナショナル 

㈱
イ
マ
ー
ジ
ュ 

お  

客 
 

様 

仕
入
先 

常州希夢時装有限公司 

商品仕入 

通信販売事業 

店舗販売事業 

その他の事業 

商品仕入 

卸売 
（その他の事業） 

㈱イマージュ・ネット 

販促戦略立案 
㈱アイム 

商品開発委託 

㈱トランスコンチネンツ 

㈱リジェール 

店舗販売業 

訪問販売等 

 

 

連結子会社 

持分法非適用の関連会社 

通信販売事業 

その他の事業 

店舗販売事業 

Webサイト運営
委託 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「半歩先を見つめ、お客様にどうお役立ち出来るかを創造する」ことを基本理念としております。

　時代の変化を見据えながら、シンプルで洗練されたより良いものをお客様に提案することで、お客様の素敵な生活

創造のためにお役立ちできる企業として発展することにより、株主をはじめ取引先、顧客、従業員など、会社を取り

巻くすべての関係者がバランスよく利益を享受出来ることを目指しております。

　事業展望の明るい成長性のある事業に経営資源を集中して、他社との同質化による不毛な競合を回避し、差別化さ

れた事業展開を進めていくことで、独自の存在感を有する企業創りに取り組んでまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を重要施策のひとつと考えており、財務体質の強化を図りながら、安定的

な配当を維持することを基本方針としております。配当性向に関する特定の基準等は設けておりませんが、配当水準

につきましては、事業の効率化や新規事業の開発・育成等に必要な内部留保とのバランスを総合的に勘案しながら、

柔軟に決定していく方針であります。また、企業価値の増大によるキャピタルゲイン獲得の機会を提供することも株

主に対する重要な利益還元の方策であるとの認識から、役員や従業員に対して、株主利益に関連付けた形態の成果配

分としてストックオプション制度を導入しており、全社一丸となって業績向上に努めてまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは、数年前より事業全体の効率性・財務の安全性確保等、経営効率の向上に重点を置き、利益の確保

を重視して事業構造の転換を図ってまいりましたが、主力の「イマージュ」カタログの不振から業績低迷を余儀なく

される状況となっております。今後は、当社グループの有する経営資源を有効に活用しながら積極的に売上規模の拡

大を目指すとともに効率性を高め、営業利益率（対売上高）10％以上を実現できる体制づくりに取り組んでまいります。

　当社グループの経営課題としては、業績の大半を「イマージュ」カタログのみに依存する脆弱な経営体質から脱却

し、複数の事業がバランスよく業績貢献する強い経営体質を創り上げていくことであります。

　底打ちから漸く回復基調に入りつつある「通信販売事業」の回復を加速させる一方、苦戦の続く「店舗販売事業」

の改善に注力しつつ、業績回復に向けた道筋を確実なものにすべく、次期は次のような課題に取り組んでまいります。

①　通信販売事業

　主力の「イマージュ」カタログにつきましては、全体としては商品力の改善が着実に進捗しておりますが、アウ

ター商材に比してインナー商材の改善が遅れ気味となっております。インナー商材は新規顧客獲得のための主要な

入口商材でもあり、新規顧客獲得件数の増加を図るためにも、今後はインナー商材の商品力強化に一層の注力をし

つつ稼動顧客数確保による売上高増加に努めてまいります。また、売上総利益率圧迫の要因となる旧シーズン商品

在庫につきましては、なお過剰な状況にありますが、削減は着実に進みつつあり、今後１年程度内に適性水準まで

の引き下げを目指してまいります。

　ミセス向けの「ブランカフェ」カタログにつきましては、カタログ発行回数を年４回体制にしたものの、商品開

発力不足から既存顧客の支持率が伸び悩み、新規顧客獲得にも苦戦する状況となっております。このため、人的体

制の整備による商品開発力の強化を進めると同時に、「イマージュ」カタログのリレーション媒体としての位置付

けを明確にし、「イマージュ」カタログと連携のとれた販売促進活動を徹底することにより経費効率の改善を図り

ながら採算の確保に努めてまいります。

　化粧品事業においては、比較的順調に顧客基盤整備が進みつつあり、引き続き積極的な事業展開により大幅な売

上高増加を図ってまいります。新規顧客獲得については、事業採算構造の悪化を回避するため経費効率を十分勘案

しながら実施施策の選定を行うとともに、トライアルキットにより獲得した新規顧客に対しては、独自の肌診断シ

ステムやアウトバウンドの活用により本商品購入移行率の向上に努めてまいります。また、商品ラインナップ拡大

のための新商品開発にも取り組んでまいります。

　グループのインターネット事業を集約して展開している㈱イマージュ・ネットにおきましては、引き続きネット

独自ブランド商品やネット広告の取扱いの拡大を進めると同時に、「バーチャル着せ替えシステム」などの独自シ

ステムの導入により、お客様がより商品選択をし易いサイト環境を整備しながら売上高の拡大を図ってまいります。
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②　店舗販売事業

　下着専門店「イマージュショップ」につきましては、引き続き大宮ルミネ店において店舗オペレーションに関す

るテストを継続する一方、各種経費の削減に努め採算の改善に取り組んでまいります。

　子会社の㈱トランスコンチネンツにつきましては、「トランスコンチネンツ」ブランドの再生を着実に進めつつ、

「マテリアルガール」ブランド共々各店舗毎の人的販売力の強化を図る一方、卸販売にも注力し、売上高の増加に

努めてまいります。

③　その他の事業

　展開する各事業は、いずれも売上規模は小さいものの、保有する経営資源の有効活用の観点から、経費効率を重

視して確実に利益計上ができるよう慎重な事業運営に努めてまいります。

(4）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　透明性を確保しつつ経営の効率性向上や競争力強化を通じて企業価値の向上を実現するために、コーポレート・ガ

バナンスの充実は非常に重要な課題であると認識しております。永続企業として株主、顧客、従業員、取引先、地域

社会等の利害関係者に対する社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組み、経営

環境にマッチした当社なりの統治スタイルの確立を目指しております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

　当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

 

 株主総会 

取締役会 

本部長会議 事業審議会 

事
業
部
門 

事
業
部
門 

事
業
部
門 

事
業
部
門 

事
業
部
門 

内部監査室 

監査役会 

会計監査人 

業務監査 

会計監査 

内部監査 

 

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

（イ）会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況、内部監査及び監査役監査、

会計監査の状況

　ａ．取締役会は、取締役６名（全員社内取締役）で構成されており、原則毎月１回、必要に応じて随時開催してお

り、法令で定められた事項や経営に係わる重要事項について決定するとともに業務執行の状況を監督しておりま

す。なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については１年としています。

ｂ．毎週月曜日に、取締役、事業責任者（社内経営者）、経営幹部参加のもとに、本部長会議を開催しております。

当会議においては、取締役会の付議事項以外の事業推進に係る様々な事項について審議・決定しております。

ｃ．原則として半期に１回、必要に応じて随時、取締役及び事業責任者参加のもとで事業審議会を開催しておりま

す。当会議においては、社内で展開する各事業の事業性評価及び事業責任者の適性評価を行い、事業継続の是非

や事業責任者の人事に関する方針を決定しております。

ｄ．当社は、監査役制度を採用しており、監査役４名（うち３名は社外監査役）で監査役会を構成しております。

常勤の監査役２名は、取締役会のほか、本部長会議、事業審議会等の重要な会議に常時出席し、取締役の職務執

行について十分に監視できる体制となっております。また、監査役は、必要に応じて会計監査人と監査方針等に

関する協議を行うなど、有効な監査を行うための連携を図っております。

－ 4 －



ｄ．会計監査人として監査法人トーマツと監査契約を締結しております。

　　当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数

所属する監査法人名  公認会計士の氏名等  継続監査年数

 監査法人トーマツ
 指定社員　業務執行社員　鍋嶋　明人 ２年 

 指定社員　業務執行社員　髙田　武 ３年 

監査業務に係わる補助者の構成　公認会計士４名　会計士補６名　その他２名 

ｅ．社長直轄の内部監査室が、各部門の業務遂行状況についての監査を行っております。

ｆ．業務遂行上発生する諸問題につきましては、必要に応じて弁護士等の第三者から適宜アドバイスを受けており

ます。

（ロ）役員報酬及び監査報酬

　　　当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、監査法人に対する監査報酬は以下のとおりで

あります。

　　　・取締役に対する報酬　91百万円

　・監査役に対する報酬　15百万円

　・監査契約に基づく監査報酬　16百万円

②　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　該当する事項はありません。

③　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　取締役会における「月次決算報告」の場に、新たに各事業部門の部長及び子会社の代表者を参加させ、当社グルー

プ及び各事業部門の計画達成状況をはじめとした経営関連情報を広く開示することで、経営内容の透明性を高め、

グループ内における各種問題意識の共有や部門間における相互牽制作用による当事者意識の向上を図っております。

また、決算説明会の定期実施や投資家への個別訪問等のＩＲ活動を積極的に行うとともに、適時・適切な情報開示

に努めております。

（5）親会社等に関する事項

　　　該当する事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　全般の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業部門の構造的な改善の進展を背景に、景気は緩やかながらも着実な

回復基調が続きました。個人消費につきましても、雇用・所得環境の改善に加え年度後半からの株価上昇による資

産効果などもあり、家電製品をはじめとして全体としては堅調な状況で推移いたしました。通信販売業界におきま

しては、化粧品や健康食品を取扱う単品通販企業の業績が総じて好調であった反面、衣料品を中心として幅広い商

品を取扱ういわゆる総合カタログ通販企業の業績が伸び悩むなど企業間格差が広がる一方、ネット通販へ新たに進

出する企業も多く競合はより激しさを増してまいりました。

　このような環境のなかで、当社グループは業績回復に向けた道筋をつけるべく、商品力強化に向けてお客様視点

に基づく地道な業務改善に取り組む一方、化粧品事業の販売促進経費を大幅に増加させるなど、積極的な事業運営

を進めてまいりました。

　当連結会計年度の業績につきましては、化粧品「ライスフォース」が大幅に伸長したことに加え、連結子会社の

㈱トランスコンチネンツの売上高が新たに加わったことなどから、売上高は233億１千９百万円（前連結会計年度

比24.3％増）となりました。

　損益面におきましては、増収となったものの「イマージュ」及び「ブランカフェ」カタログにおけるバーゲン商

品販売比率が上昇したことや低粗利率の戦略商品販売の影響もあって、売上総利益率が57.3％と前連結会計年度に

比して0.6ポイント低下したこと、また、店舗販売事業を展開する㈱トランスコンチネンツの業績が計画を大幅に下

回り、多額の損失を計上する結果となったことなどから、営業損益は７億７千８百万円の損失（前連結会計年度は

９千万円の損失）、経常損益は７億５百万円の損失（同９千２百万円の損失）となりました。

　当期純損益につきましては、㈱トランスコンチネンツに係る連結調整勘定の一括償却額１億９千９百万円のほか

小売店舗閉鎖に伴う店舗閉鎖損９千万円等総額３億１千３百万円を特別損失として計上した結果、11億６千６百万

円の損失（同８億９百万円の損失）となりました。

②　セグメント別の状況

〔通信販売事業〕

　主力の「イマージュ」カタログにおきましては、引き続き商品力強化とカタログ誌面の改善に努めるとともに、

インターネット上で積極的なバーゲン商品販売を実施することで新規顧客獲得や旧シーズン商品在庫の早期削減を

進めつつ稼動顧客数の増加と売上高の回復を図ってまいりました。

　ミセス対象の「ブランカフェ」カタログにつきましては、年４回発行における商品開発力強化のため開発担当者

の人的体制の整備を進めると同時に、販売促進から受注・出荷に係る業務を「イマージュ」カタログと統合するこ

とで、経費効率の向上による採算性の改善に向けた取り組みを行ってまいりました。

　化粧品「ライスフォース」では、紫外線対策の新商品投入により品揃えの拡大を図るとともに、ＴＶショッピン

グの放映回数を増加させ新規顧客開発のための積極的な販売促進活動を実施することで、ブランド認知度の向上と

売上高の大幅な拡大に努めてまいりました。

　㈱イマージュ・ネットにおきましては、従来のカタログ通信販売の補完チャネル的な位置付けから脱却し、イン

ターネット独自ビジネスの拡大を図るべく、ネット独自ブランド商品の取扱い品目数やネット広告の取扱い拡大に

向けて積極的に取り組んでまいりました。

　これらの結果、通信販売事業の売上高は200億９千１百万円（前連結会計年度比15.0％増）、営業利益は５億６千

１百万円（同0.9％増）となりました。

〔店舗販売事業〕

　インナー専門の小売店舗「イマージュショップ」につきましては、不採算の地方店舗６店舗を閉店する一方、大

宮ルミネ店をモデル店舗として店舗オペレーションに関する様々なテストを実施しながら、今後の再拡大展開の可

能性を模索してまいりました。

　㈱トランスコンチネンツにおきましては、新たなブランド「マテリアルガール」の取扱いを開始する一方、ブラ

ンド再生途上の「トランスコンチネンツ」の商品力強化や店舗改装を進めながら売上高の確保に努めてまいりました。

　この結果、売上高は、㈱トランスコンチネンツの売上高が新たに加わったことで28億８千８百万円（前連結会計

年度比216.4％増）となりましたが、損益面においては、㈱トランスコンチネンツが大幅な損失を計上する結果と

なったことから、営業損失は10億５千６百万円（前連結会計年度は３億９百万円の損失）となりました。
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〔その他の事業〕

　遊休設備を活用した不動産賃貸事業、インナー商材の卸売事業及び化粧品の訪問販売事業などをあわせた「その

他の事業」の売上高は３億９千８百万円（前連結会計年度比4.4％増）、営業利益は１億１千４百万円（前連結会計

年比184.2％増）となりました。

（セグメント別業績） （単位：百万円）

 

売上高 営業利益

平成17年２月期 平成18年２月期
増減率
（％）

平成17年２月期 平成18年２月期
増減率
（％）

通信販売事業 17,470 20,091 15.0 556 561 0.9

店舗販売事業 913 2,888 216.4 △309 △1,056 －

その他の事業 382 398 4.4 40 114 184.2

消去又は全社 △8 △60 － △377 △398 －

合計 18,756 23,319 24.3 △90 △778 －

③　次期の業績見通し

　今後の見通しといたしましては、景気は引き続き緩やかながらも回復傾向が続くものと思われます。個人消費に

つきましては、雇用・所得環境の改善を背景に比較的底堅い状況が続くものと思われますが、定率減税の縮減や年

金保険料の引上げに伴う負担増もあり、消費マインドの大幅な改善は期待しづらく、引き続き厳しい経営環境が続

くものと思われます。

　当社グループといたしましては、業績回復に向けた道筋を確かなものにすべく、採算性を重視しながらも積極的

な事業運営に取り組んでまいります。

　次期の業績につきましては、通信販売事業におきましては、主力の「イマージュ」カタログ及びミセス向けの「ブ

ランカフェ」カタログの売上高はともに前年並の水準にとどまると見込んでおりますが、化粧品「ライスフォース」

については、伸び率は鈍化するものの前年に続き比較的順調な拡大を見込んでいること、また、店舗販売事業にお

きましても、㈱トランスコンチネンツの売上高が微増となるものと見込んでいることなどから、連結売上高は250億

円を見込んでおります。

　損益面につきましては、全体として増収を見込むものの、「イマージュ」及び「ブランカフェ」カタログにおけ

るバーゲン商品販売の構成比が引き続き高水準で推移することから売上総利益率の改善が小幅にとどまること、ま

た、連結子会社の㈱トランスコンチネンツの業績が前年に比して改善はするものの、未だ損失計上が見込まれるこ

となどから、経常利益２億円、当期純損益につきましては、保険事業の営業譲渡益約２億５千万円を特別利益とし

て計上する予定である一方、約４億３千５百万円の減損損失の発生が見込まれることなどから、１億６千万円程度

の損失となるものと見込んでおります。

　　　（連結）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売上高 経常利益 当期純利益

平成19年２月期（予想） 25,000 200 △160

平成18年２月期（実績） 23,319 △705 △1,166

増減率　　　　（％） 7.2 － －

　　　（個別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売上高 経常利益 当期純利益

平成19年２月期（予想） 21,500 600 80

平成18年２月期（実績） 20,947 366 △854

増減率　　　　（％） 2.6 63.9 －
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④　事業等のリスク

ａ．個人情報保護

　当社は、カタログ通信販売を主要な事業として展開しており、多数の顧客の個人情報を有しております。個人

情報に関しましては、個人情報保護方針の基に制定された各種社内規程等の遵守に係る社内教育の実施やシステ

ムのセキュリティー強化などにより、情報管理体制の強化とその取扱いに十分な注意を払っておりますが、今後、

不測の事態により個人情報の漏洩が発生した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社グループの

業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。

ｂ．システムリスク

　当社グループが中核事業として展開する「通信販売事業」においては、受注・出荷・債権管理等の業務全般に

わたって自社保有するコンピュータシステムによって処理を行っています。当該コンピュータシステムにおいて

ウイルスの侵入や突発的な事故によりトラブルが発生した場合、販売機会損失や復旧等に係る臨時費用が発生し、

当社グループの業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。

ｃ．生産国の経済状況、政治情勢等の変化

　当社がカタログに掲載している衣料品のうち80％以上が中国で生産されております。中国における経済状況、

政治情勢等の変化により、生産に支障を来たすような問題が生じた場合、当社グループの業績及び財政状況が影

響を受ける可能性があります。

ｄ．天候不順

　当社グループは、衣料品を中心商材として販売しており、冷夏や暖冬などの天候不順や異常気象による需要動

向の変動が売上高に影響を及ぼし、当社グループの業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。

ｅ．自然災害

　当社グループにおける通信販売事業に係る情報処理システム、商品関連の保管・出荷等の物流拠点が香川県に

集中しており、同県下において大規模な地震その他の自然災害が発生し、当該設備や社会インフラに甚大な被害

が生じた場合、社グループの業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。

(2）財政状態

①　連結キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、４億２

千６百万円減少し、３億８千３百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、１億６千４百万円（前年同期比49.9％減）となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純損益が10億１千９百万円の損失となった一方、たな卸資産が１億５千７百万円

減少したこと、また仕入債務が２億５千３百万円増加したこと等を反映したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、10億８千６百万円（同15.6％増）となりました。

　これは主に、投資有価証券の取得による支出４億７千１百万円及び有形固定資産の取得による支出２億９千８百

万円等を反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は、８億２千５百万円（同52.0％減）となりました。

　これは主に、株式の発行による収入17億８千７百万円があった一方、短期借入金の純減少額が12億５千万円となっ

たこと等を反映したものであります。
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②　当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移

 平成17年２月期末 平成18年２月期末

株主資本比率 51.9％ 54.4％

時価ベースの株主資本比率 28.9％ 42.5％

債務償還年数 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － －

　（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。なお、平成15

年２月期以前は、連結財務諸表を作成しておりません。

株主資本比率　　　　　　　　　　　　株主資本÷総資産

時価ベースの株主資本比率　　　　　　株式時価総額÷総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　　有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　　営業キャッシュ・フロー÷利払い

２．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。

３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 809,962 383,762 △426,199

２．受取手形及び売掛金  2,357,181 2,856,381 499,200

３．たな卸資産 3,307,267 3,162,207 △145,060

４．前払費用 1,072,157 947,394 △124,763

５．繰延税金資産 527,605 526,360 △1,245

６．その他 313,015 345,557 32,541

貸倒引当金 △202,693 △248,023 △45,329

流動資産合計 8,184,496 44.3 7,973,639 42.9 △210,857

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※２ 5,979,627 6,208,867  

減価償却累計額 3,531,115 2,448,511 3,698,744 2,510,123 61,611

(2）土地 ※２ 5,940,143 5,940,143 －

(3）その他 740,131 792,134  

減価償却累計額 601,981 138,150 635,872 156,261 18,110

有形固定資産合計 8,526,805 46.1 8,606,527 46.2 79,722

２．無形固定資産  

(1）連結調整勘定 285,518 24,105 △261,412

(2）その他 156,511 330,385 173,873

無形固定資産合計 442,029 2.4 354,490 1.9 △87,539

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 295,208 741,865 446,657

(2）長期貸付金 173,957 115,829 △58,127

(3）繰延税金資産 230,938 123,649 △107,289

(4）その他 ※１ 687,473 705,904 18,430

貸倒引当金 △55,849 △17,883 37,966

投資その他の資産合
計

1,331,729 7.2 1,669,365 9.0 337,636

固定資産合計 10,300,564 55.7 10,630,384 57.1 329,819

資産合計 18,485,060 100.0 18,604,023 100.0 118,962
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前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 2,544,678 2,769,284 224,606

２．短期借入金 ※２ 4,200,000 2,950,000 △1,250,000

３．１年内返済予定長期
借入金

 － 80,000 80,000

４．未払金 1,363,532 1,350,140 △13,391

５．未払法人税等 12,828 62,528 49,699

６．返品調整引当金 110,842 133,638 22,796

７．その他 194,860 320,138 125,277

流動負債合計 8,426,741 45.6 7,665,729 41.2 △761,011

Ⅱ　固定負債  

　１．長期借入金 － 320,000 320,000

２．退職給付引当金 135,256 137,815 2,559

３．役員退職慰労引当金 196,680 208,310 11,630

４．その他 136,653 159,251 22,597

固定負債合計 468,589 2.5 825,377 4.4 356,787

負債合計 8,895,331 48.1 8,491,106 45.6 △404,224

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 3,399,220 18.4 4,299,220 23.1 900,000

Ⅱ　資本剰余金 3,363,390 18.2 4,263,390 23.0 900,000

Ⅲ　利益剰余金 2,985,475 16.2 1,707,450 9.2 △1,278,025

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

7,436 0.0 8,648 0.0 1,212

Ⅴ　自己株式 ※４ △165,792 △0.9 △165,792 △0.9 －

資本合計 9,589,729 51.9 10,112,916 54.4 523,187

負債及び資本合計 18,485,060 100.0 18,604,023 100.0 118,962
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 18,756,500 100.0 23,319,121 100.0 4,562,620

Ⅱ　売上原価 ※１ 7,900,331 42.1 9,930,253 42.6 2,029,922

返品調整引当金調整前
売上総利益

10,856,169 57.9 13,388,867 57.4 2,532,697

返品調整引当金戻入額 106,489 110,842  

返品調整引当金繰入額 110,842 △4,353 △0.0 133,638 △22,796 △0.1 △18,443

売上総利益 10,851,816 57.9 13,366,071 57.3 2,514,254

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．販売促進費 5,053,162 5,663,251  

２．荷造運賃 1,057,925 1,051,693  

３．貸倒引当金繰入額 136,453 220,669  

４．給与及び賞与 1,481,701 2,076,439  

５．退職給付費用 30,378 27,233  

６．役員退職慰労引当金繰
入額

11,720 16,010  

７．減価償却費 242,937 242,931  

８．その他 2,928,112 10,942,392 58.4 4,846,654 14,144,883 60.6 3,202,491

営業損失 90,575 △0.5 778,812 △3.3 △688,236

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 3,410 988  

２．受取配当金 4,492 4,887  

３．仕入割引 45,696 48,738  

４．為替差益 － 53,222  

５．有価証券売却益 － 20,841  

６．その他 24,470 78,069 0.4 32,622 161,300 0.7 83,231

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 39,980 52,955  

２．新株発行費 － 12,513  

３．為替差損 28,030 －  

４．その他 12,010 80,021 0.4 22,471 87,941 0.4 7,919

経常損失 92,527 △0.5 705,452 △3.0 △612,925
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別損失  

１．固定資産売却損 － 540  

２．固定資産除却損 16,907 17,664  

３．解約違約金 － 5,487  

４．貸倒損失 97,456 －  

５．貸倒引当金繰入額 63,372 －  

６．営業権一括償却額 33,316 －  

７．連結調整勘定一括償却
額

－ 199,488  

８．店舗閉鎖損 ※２ 62,439 90,812  

９．ソフトウェア償却額 216,743 －  

10．商品評価損 617,168 1,107,404 5.9 － 313,993 1.4 △793,411

税金等調整前当期純損
失

1,199,932 △6.4 1,019,446 △4.4 180,485

法人税、住民税及び事
業税

41,840 39,251  

法人税等調整額 △431,190 △389,350 △2.1 107,718 146,970 0.6 536,320

少数株主損失 1,000 0.0 －  －

当期純損失 809,582 △4.3 1,166,416 △5.0 △356,834
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高  3,363,390  3,363,390  

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行 － － 900,000 900,000  

Ⅲ　資本剰余金期末残高 3,363,390 4,263,390 900,000

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,909,257 2,985,475 △923,782

Ⅱ　利益剰余金減少高  

１．当期純損失 809,582 1,166,416  

２．配当金 114,199 923,782 111,608 1,278,025 354,243

Ⅲ利益剰余金期末残高 2,985,475 1,707,450 △1,278,025
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失（△） △1,199,932 △1,019,446 180,485

減価償却費 242,937 242,931 △5

連結調整勘定償却額 15,026 261,412 246,386

返品調整引当金の増減（△）額 4,353 22,796 18,443

貸倒引当金の増減（△）額 74,847 57,979 △16,867

退職給付引当金の増減（△）額 △5,078 2,559 7,638

役員退職慰労引当金の増減
（△）額

9,670 11,630 1,960

受取利息及び受取配当金 △7,903 △5,876 2,027

支払利息 39,980 52,955 12,974

為替差損益（△） △1,165 1,596 2,762

新株発行費 － 12,513 12,513

貸倒損失 97,269 － △97,269

有価証券売却益 － △20,841 △20,841

有形固定資産売却損 － 540 540

有形固定資産除却損 50,611 68,327 17,716

無形固定資産除却損 7,558 3,369 △4,189

ソフトウェア償却額 216,743 － △216,743

売上債権の増（△）減額 127,871 △499,200 △627,071

たな卸資産の増（△）減額 △16,044 157,715 173,760

前渡金の増（△）減額 101,084 △42,740 △143,824

前払費用の増（△）減額 355,625 123,139 △232,486

仕入債務の増減（△）額 △354,386 253,045 607,432

未払金の増減（△）額 △118,518 △43,192 75,325

未払消費税等の増減（△）額 76,352 8,285 △68,067

その他 171,511 244,956 73,444

小計 △111,586 △105,542 6,044

利息及び配当金の受取額 5,178 5,876 698

利息の支払額 △41,851 △51,395 △9,544

法人税等の支払額 △179,904 △13,500 166,404

営業活動によるキャッシュ・フロー △328,164 △164,561 163,602
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前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △107,874 △298,254 △190,380

有形固定資産の売却による収入 1,269 28,753 27,484

投資有価証券の取得による支出 △2,415 △471,516 △469,100

投資有価証券の売却による収入 － 47,729 47,729

関係会社株式取得による支出 △600 － 600

新規連結子会社の取得による収
入

※２ 179,498 － △179,498

敷金支払による支出 △3,493 △124,469 △120,976

差入保証金支払による支出 △25,317 △20,360 4,956

差入保証金回収による収入 － 23,077 23,077

貸付けによる支出 △841,260 △2,968 838,291

貸付金の回収による収入 5,845 2,898 △2,946

営業譲受けによる支出 － △124,000 △124,000

その他 △145,578 △147,714 △2,136

投資活動によるキャッシュ・フロー △939,925 △1,086,826 △146,900

Ⅲ　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 2,000,000 △1,250,000 △3,250,000

長期借入れによる収入 － 400,000 400,000

株式の発行による収入 － 1,787,486 1,787,486

自己株式の取得による支出 △165,792 － 165,792

配当金の支払額 △114,221 △112,353 1,868

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,719,986 825,132 △894,853

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 808 55 △752

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減（△）額 452,704 △426,199 △878,904

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 357,257 809,962 452,704

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 809,962 383,762 △426,199
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　４社

　連結子会社名

㈱ミンクス

㈱リジェール

㈱イマージュ・ネット

㈱トランスコンチネンツ

　なお、当連結会計年度中に新たに設立し

た㈱イマージュ・ネット及び株式譲受けに

よって子会社に該当することになった㈱ト

ランスコンチネンツを、新たに連結の範囲

に含めております。また、㈱メディカルエ

キスプレスについては、平成16年８月31日

付で解散し、平成16年11月29日付で清算結

了いたしました。

連結子会社の数　５社

　連結子会社名

㈱アイ・フュージョン・インターナ

ショナル

㈱リジェール

㈱アイム

㈱イマージュ・ネット

㈱トランスコンチネンツ

　なお、当連結会計年度中に新たに設立し

た㈱アイムを、新たに連結の範囲に含めて

おります。また、㈱アイ・フュージョン・

インターナショナルは、平成17年11月に㈱

ミンクスから名称変更いたしました。

２．持分法の適用に関する事項 (イ)持分法適用の非連結子会社及び関連会

社はありません。

(イ)持分法適用の非連結子会社及び関連会

社はありません。

(ロ)持分法を適用していない関連会社（㈱

ベネックス及び常州希夢時装有限公司）

は、それぞれ連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。

(ロ)持分法を適用していない関連会社（常

州希夢時装有限公司）は、連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

るため持分法の適用範囲から除外してお

ります。なお、関連会社であった㈱ベ

ネックスは、増資により議決権比率が低

下したため関連会社ではなくなりました。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項 (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品……主として移動平均法による

低価法

(3）たな卸資産

商品……同左

貯蔵品…最終仕入原価法 貯蔵品…同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

主として定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物 　10～47年

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

 

(2）無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(2）無形固定資産

同左

──────

 

 

(ハ)繰延資産の処理方法

　新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

(ハ)重要な引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(ニ)重要な引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）返品調整引当金

　連結会計年度末日後の返品による損

失に備えるため、返品見込額に対する

売上総利益相当額を計上しております。

(2）返品調整引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規による連結会計年度末要支給

額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(ニ)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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によって

おります。

(ホ)重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　振当処理の要件を満たしている為替

予約等については、振当処理を採用し

ております。

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　振当処理の要件を満たしている為替

予約等については振当処理を、金利ス

ワップについて特例処理の条件を満た

している場合には特例処理を採用して

おります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約等取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段：為替予約等取引

　　ヘッジ対象：外貨建金銭債務

ｂ．ヘッジ手段：金利スワップ

　　ヘッジ対象：借入金

(3）ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制に基づき、

為替リスクをヘッジする目的で為替予

約等を行っております。

(3）ヘッジ方針

　　　当社で規定された管理体制に基づき、

金利変動リスク、為替変動リスクを

ヘッジしております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計とを比率分

析する方法により行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計とを比率分

析する方法により行っております。但

し、特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略し

ております。

(ヘ)その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(ト)その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(2）販売促進費等の会計処理

　当社は通信販売を行っており、翌連

結会計年度の売上に対応するカタログ

制作費等は前払費用に計上しておりま

す。

(2）販売促進費等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。なお、株式

会社トランスコンチネンツに係る連結調整

勘定については、未償却残高を一括償却し、

特別損失に計上しております。

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── （法人事業税の外形標準課税制度） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日の公布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が23,480千円増加し、営

業損失及び経常損失並びに税金等調整前当期純損失が同額

増加しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 600千円

投資その他の資産「その他」

（出資金）
20,330千円

投資その他の資産「その他」

（出資金）
     20,330千円

※２　担保に供している資産

(1）担保資産

※２　担保に供している資産

(1）担保資産

建物及び構築物 1,683,259千円

土地 4,218,065千円

計 5,901,325千円

建物及び構築物      1,573,273千円

土地 4,218,065千円

計      5,791,339千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 4,200,000千円 短期借入金      2,550,000千円

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式11,520,000株で

あります。

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式14,520,000株で

あります。

※４　当社の保有する自己株式の数は359,168株でありま

す。

※４　当社の保有する自己株式の数は359,168株でありま

す。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　たな卸資産に関する低価基準による評価減の金額

　4,494千円が売上原価に算入されております。

※１　たな卸資産に関する低価基準による評価減の金額

108,717千円が売上原価に算入されております。

※２　店舗閉鎖損の内訳 ※２　店舗閉鎖損の内訳

固定資産除却損 42,058千円

解約違約金 11,831千円

その他 8,549千円

計 62,439千円

固定資産除却損     61,006千円

解約違約金     23,010千円

その他      6,795千円

計     90,812千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成17年２月28日現在） （平成18年２月28日現在）

現金及び預金勘定 809,962千円

現金及び現金同等物 809,962千円

現金及び預金勘定        383,762千円

現金及び現金同等物        383,762千円

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　　　株式の取得により、新たに㈱トランスコンチネンツ

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに株式の取得価額と取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。

※２　　　　　　　──────

 

流動資産 746,848千円

固定資産 310,215千円

連結調整勘定 249,360千円

流動負債 △321,424千円

固定負債 △740,000千円

新規連結子会社株式の取得価額 245,000千円

新規連結子会社の現金及び現金

同等物
424,498千円

差引：新規連結子会社の取得に

よる収入
179,498千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

有形固定資産
「その他」(工
具、器具及び
備品）

349,704 195,202 154,502

無形固定資産
「その他」(ソ
フトウェア）

975,639 317,066 658,573

合計 1,325,343 512,268 813,075

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

有形固定資産
「その他」(工
具、器具及び
備品）

391,642 183,078 208,563

無形固定資産
「その他」(ソ
フトウェア）

929,690 458,743 470,946

合計 1,321,332 641,822 679,510

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

　（注）　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 259,524千円

１年超 553,551

合計 813,075

１年内        261,751千円

１年超 417,759

合計 679,510

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

　（注）　　　　　　　 同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 248,539千円

減価償却費相当額 248,539

支払リース料       284,571千円

減価償却費相当額 284,571

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

(1）株式 121,246 136,097 14,851 115,617 134,785 19,168

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 121,246 136,097 14,851 115,617 134,785 19,168

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

(1）株式 － － － 459,176 454,480 △4,696

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 10,919 8,510 △2,408 － － －

小計 10,919 8,510 △2,408 459,176 454,480 △4,696

合計 132,165 144,608 12,443 574,793 589,265 14,471

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

－ － － 47,729 20,841 －

３．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 150,000 152,600
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

　当社は、輸入取引に係る為替変動リスクに備えるため、為替予約取引及び通貨オプション取引を利用して

おります。

　この管理は、管理部経理課にて行っておりますが、社内規程を遵守し、社内規程上管理部長に委嘱された

権限を超える取引を行う場合は、必ず事前に取締役会の承認を得ることとしてリスク管理をしております。

また、内部監査室の社内監査を随時実施しております。

　当社のデリバティブの契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。また、当社のデリバティブ取引は、外国為替

相場及び金利の変動による市場リスクがあります。

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　当社は、輸入取引に係る為替変動リスクに備えるため、為替予約取引及び通貨オプション取引を、また、

借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を利用

しております。

　この管理は、管理部経理課にて行っておりますが、社内規程を遵守し、社内規程上管理部長に委嘱された

権限を超える取引を行う場合は、必ず事前に取締役会の承認を得ることとしてリスク管理をしております。

また、内部監査室の社内監査を随時実施しております。

　当社のデリバティブの契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。また、当社のデリバティブ取引は、外国為替

相場及び金利の変動による市場リスクがあります。

２．取引の時価に関する事項

　　　通貨関連

区分 種類

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

通貨オプション取引

売建

米ドルプット 489,600 367,200 367,200 244,800

(38,207) 36,285 1,922 (33,507) 8,274 25,233

買建

米ドルコール 489,600 367,200 367,200 244,800

(31,404) 14,559 △16,844 (22,617) 32,021 9,403

合計
979,200 734,400 △21,725 △14,921 734,400 489,600 23,746 34,636

(6,803) (10,889)

　（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

２．契約額等の（　）内の金額は、オプション料であります。

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、内規に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、確定給付型の適格退職年金制度に加入し

ております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

(1）退職給付債務（千円） △193,970 △204,702

(2）年金資産（千円） 58,714 66,886

(3）退職給付引当金（千円） △135,256 △137,815

　（注）　退職給付債務の算定にあたっては、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(1）勤務費用（千円） 30,378 27,233

(2）退職給付費用（千円） 30,378 27,233

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

　退職一時金制度の社内積立に係る退職給付債務の計算は、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を採用し、適格退職年金制度に移行した部分に係る

退職給付債務の計算は、直近の年金財政計算上の責任準備

金をもって退職給付債務とする方法を採用しております。

同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

税務上の繰越欠損金 148,386千円

商品評価損 179,008

前払費用否認 55,932

貸倒引当金繰入限度超過額 20,387

返品調整引当金繰入限度超過額 44,602

資材評価損否認 41,775

その他 37,512

繰延税金資産（流動）合計 527,605

繰延税金資産（固定）

税務上の繰越欠損金 237,101

減価償却超過額 95,522

役員退職慰労引当金否認 79,144

退職給付引当金否認 46,077

その他 26,925

繰延税金資産（固定）小計 484,770

評価性引当額 △248,825

繰延税金資産（固定）合計 235,945

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額 △5,007

繰延税金負債（固定）合計 △5,007

繰延税金資産（固定）の純額 230,938

繰延税金資産（流動）

税務上の繰越欠損金     287,998千円

商品評価損 44,713

前払費用否認 54,606

貸倒引当金繰入限度超過額 16,259

返品調整引当金繰入限度超過額 53,775

資材評価損否認 28,731

その他 40,275

繰延税金資産（流動）合計 526,360

繰延税金資産（固定）

税務上の繰越欠損金 681,123

役員退職慰労引当金否認 83,823

退職給付引当金否認 53,828

その他 19,024

繰延税金資産（固定）小計 837,799

評価性引当額 △681,123

繰延税金資産（固定）合計 156,676

  

繰延税金負債（固定）

貸倒引当金 △27,203

その他有価証券評価差額 5,823

繰延税金負債（固定）合計 △33,027

繰延税金資産（固定）の純額 123,649

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 41.55％

（調整）

評価性引当額 △2.30％

未実現利益に対する税効果未認識額 △2.44％

税率変更による期末繰延税金資産の減

額修正
△1.65％

住民税均等割 △1.96％

連結調整勘定償却額 △0.52％

その他 △0.23％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.45％

法定実効税率 40.24％

（調整）

評価性引当額 △42.41％

未実現利益に対する税効果未認識額 0.63％

住民税均等割 △2.41％

連結調整勘定償却額 △10.32％

その他 △0.15％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △14.42％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

通信販売事業
（千円）

店舗販売事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
17,470,037 913,153 373,310 18,756,500 － 18,756,500

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 8,935 8,935 (8,935) －

計 17,470,037 913,153 382,246 18,765,436 (8,935) 18,756,500

営業費用 16,913,495 1,223,056 341,908 18,478,460 368,615 18,847,076

営業利益又は営業損失

（△）
556,541 △309,902 40,337 286,975 (377,551) △90,575

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 10,209,296 1,878,392 5,127,260 17,214,949 1,270,110 18,485,060

減価償却費 397,298 54,721 59,943 511,963 3,655 515,618

資本的支出 217,168 47,110 3,986 268,265 3,881 272,146

　（注）１．事業区分は販売形態の類似性等によっております。

２．事業区分の主な内容

(1）通信販売事業…カタログ等を媒体とする通信販売事業

(2）店舗販売事業…小売店舗事業

(3）その他の事業…不動産賃貸事業、インナー商材卸売事業

３．営業費用のうち消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は376,384千円であり、その主なものは、連結

財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち消去又は全社に含めた全社資産の金額は1,275,212千円であり、その主なものは、当社での余資運

用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。
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当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

通信販売事業
（千円）

店舗販売事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
20,091,868 2,844,474 382,778 23,319,121 － 23,319,121

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 44,480 16,109 60,590 (60,590) －

計 20,091,868 2,888,954 398,888 23,379,711 (60,590) 23,319,121

営業費用 19,530,321 3,945,520 284,230 23,760,072 337,861 24,097,933

営業利益又は営業損失

（△）
561,547 △1,056,565 114,657 △380,360 (398,451) △778,812

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 10,309,558 1,504,030 5,100,959 16,914,548 1,689,474 18,604,023

減価償却費 180,702 54,587 56,319 291,609 9,456 301,066

資本的支出 306,200 152,451 20,163 478,815 59,573 538,388

　（注）１．事業区分は販売形態の類似性等によっております。

２．事業区分の主な内容

(1）通信販売事業…カタログ等を媒体とする通信販売事業

(2）店舗販売事業…小売店舗事業

(3）その他の事業…不動産賃貸事業、インナー商材卸売事業

３．営業費用のうち消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は389,184千円であり、その主なものは、連結

財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち消去又は全社に含めた全社資産の金額は1,741,388千円であり、その主なものは、当社での余資運

用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）及び当連結会計年度（自　平成17年３月１

日　至　平成18年２月28日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）及び当連結会計年度（自　平成17年３月１

日　至　平成18年２月28日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目 期末残高
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 南保正義 － －
当社代表取

締役社長

(被所有)

直接 17.55
－ － 社宅の賃貸 2,036 － －

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　社宅の賃貸については、当社所有の社宅を賃貸したもので、賃貸料は役員社宅管理規程により決定しており

ます。

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目 期末残高
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 南保正義 － －
当社代表取

締役社長

(被所有)

直接 13.83
－ － 社宅の賃貸 1,656 －  

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　社宅の賃貸については、当社所有の社宅を賃貸したもので、賃貸料は役員社宅管理規程により決定しており

ます。なお、平成17年12月をもって当該取引は解消いたしました。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 859円23銭

１株当たり当期純損失金額 71円11銭

１株当たり純資産額    714円15銭

１株当たり当期純損失金額   102円39銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当期純損失（千円） 809,582 1,166,416

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 809,582 1,166,416

期中平均株式数（株） 11,384,649 11,391,601

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株引受権１種類（目的となる株

数75,000株）及び新株予約権３種類

（新株予約権の数3,820個）

新株予約権３種類（新株予約権の

数2,580個）

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　生産は行っておりません。

(2）受注状況

　受注生産は行っておりません。

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメント 金額（千円） 前年同期比（％）

通信販売事業 20,091,868 15.0

店舗販売事業 2,844,474 211.5

その他の事業 382,778 2.5

合計 23,319,121 24.3

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）仕入実績

　当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメント 金額（千円） 前年同期比（％）

通信販売事業 8,487,153 5.5

店舗販売事業 1,216,059 2,274.8

その他の事業 122,792 65.0

合計 9,826,005 20.3

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。　

　　　　２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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