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１．平成18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31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表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 26,084 0.8 1,459 △32.6 1,569 △31.9

17年８月中間期 25,884 － 2,165 － 2,304 －

18年２月期 52,948 3,165 3,401

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年８月中間期 883 △23.4 88 32 86 34

17年８月中間期 1,153 － 138 02 － －

18年２月期 1,791 210 58 201 66
（注）①持分法投資損益 18年８月中間期 － 百万円 17年８月中間期 － 百万円 18年２月期 － 百万円

②期中平均株式数（連結） 18年８月中間期 10,006,735株 17年８月中間期 8,356,800株 18年２月期 8,509,534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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年８月中間期 40,279 21,368 53.0 2,133 47

17年８月中間期 35,658 15,765 44.2 1,886 59

18年２月期 41,575 20,600 49.5 2,058 69

（注）期末発行済株式数（連結） 18年８月中間期 10,013,200株 17年８月中間期 8,356,800株 18年２月期 10,006,700株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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８月中間期 35 △3,231 △697 13,322

17年８月中間期 851 319 △469 12,010

18年２月期 2,653 104 3,131 17,200

(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．平成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

通期 54,573 3,464 1,881

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　187円95銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
当社グループは、当社と関係会社５社で構成され、通信販売事業を行っております。

当社グループの事業内容における当社と関係会社の位置付けは以下のとおりであります。 

なお、当社グループは、単一セグメントであるため、主たる事業である通信販売事業について記載しております。

事業区分 会社名 主な事業内容 位置付け

通信販売

事　　業　

　　

当社 日本国内における通信販売 ───

Asianthology International Limited

化粧品の企画開発及び当社への販売、日

本市場向けの個人輸入による化粧品通信

販売等

連結子会社

Felissimo Universal Corporation of America
米国でのインターネットによる事業活動

及び当社の広告宣伝活動

上海芬理希梦時装有限公司 当社が中国から輸入する商品の検品加工

芬理希梦商貿有限公司 中国における通信販売及び店舗運営

北京幸福生活貿易有限公司 中国における通信販売及び店舗運営

 上記の企業集団の状況を事業系統図に示すと次のとおりであります。
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芬理希梦商貿
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商品供給 

商品供給 
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仕入先(国内・海外) 

Asianthology 
International 
Limited 

上海芬理希梦時

装有限公司 

（注）1.芬理希梦商貿有限公司と北京幸福生活貿易有限公司は連携を図り、中国におけるインターネットを通じた通信販

売及び北京での店舗運営を行っております。

2.Felissimo Universal Corporation of Americaによる店舗販売活動は、平成18年３月で終了しております。今後

はインターネットによる事業活動を中心に行っていく予定であり、現在準備を進めております。
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２．経営方針
(1) 経営の基本方針　　　

当社は経営理念の実践こそが真の経営目的であるとの認識のもと、さまざまな事業活動に取り組んでいます。経営

理念である「しあわせ社会学の確立と実践」とは、事業活動を通じて永続的発展的なしあわせ社会を創造することを

意味しています。

「経営とは滔々と流れる歴史的時間軸と社会的空間軸の間に身を置きながら、より良い未来を創造するための持続

的かつ連帯的な営みである」と考えております。当社の存在理由は存続自体や競争対応にあるのではなく、自らの働

きによってあるべき未来の創出を行うことにあります。心の底から迸る熱い思いが企業の存在理由を明確にします。

企業の志は経営理念という形で明示化され企業内外に示されます。経営理念は企業文化を生成し、組織成員に思考と

行動の規範的枠組みを提供し、事業システムや事業活動に落とし込まれ、商品やサービスを創出する原動力となりま

す。そのような意味で、明確な志を基軸とする経営理念は持続的競争優位の源泉となります。

当社は経営理念を念頭においた経営に、より積極的に取り組むため、コーポレート・スタイル・デザイン経営を推

進いたします。企業の志や熱き思いから生成したコーポレート・スタイル －様式や文化－ は企業活動に一貫性を付

与し、お客さまの人生や生活に文脈的価値を提供し、企業の存在理由を明確にします。コーポレート・スタイル・デ

ザインは経営理念を発展させ、それを具体的な事業活動へと導く思想であり、技術であるともいえます。コーポレー

ト・スタイル・デザインは当社の企業活動全体に及び、当社から発信するすべてのアウトプットを通じて理念の伝達

をサポートします。また、これらの行為が企業内の模倣困難資源生成蓄積を可能とし、持続的競争優位性の実現に貢

献します。

理念を共有する150万世帯を超えるお客さまとの志の共同体は、物の売買次元を超えた関係性を醸成し、当社と社会

の永続的発展の礎となっています。そのような基盤に立脚するビジネスモデルは当社の経営に高い安定性をもたらし

ています。また理念的差別化による高度な模倣困難性は当社に独自優位型非価格競争構造の確立を実現し、付加価値

の高い経営を可能とする源泉となっております。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な課題と認識いたしておりますが、一方で長期的な事業展開と財務安全

性のために必要な内部留保を確保しつつ、業績動向を勘案した安定した配当の継続実施を基本方針としております。

なお、内部留保資金につきましては、今後予想される情報技術環境、事業環境の変化に対応すべく、有効投資して

まいります。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第１条の２第１項の規定を尊重し、株券

の投資単位が50万円未満となるように株式分割、又は１単元の株式数の引下げにより投資単位を引き下げて幅広い投

資者層の拡充に努めます。

(4) 目標とする経営指標

当社グループは、着実な成長と安定した収益の確保を目指しております。平成19年度２月期からの中期経営計画に

おける財務的目標としまして、最終年度の平成21年２月期に、売上高61,979百万円、経常利益で4,255百万円（経常利

益率6.9％）の達成を目指しております。

(5) 中長期的な会社の経営戦略　　　　　　

当社は平成18年度２月期からの中期経営計画におきまして、お客さまが喜んで買い続けてくださるフェリシモであ

り続けることを目指して、企画提案力や品質、調達等の商品やサービスにおける顧客満足の向上、インターネット環

境をはじめとする情報システム基盤の整備、顧客属性や製品アイテムの特性に応じた事業システムの再設計、市場の

深耕と拡大及び経営管理能力の質的向上を方針として掲げ、取り組んでまいりました。初年度である平成18年度２月

期は、主に魅力的で創造性に富んだ商品やカタログの提案、品質の向上、調達力強化のための基盤整備を中心課題と

して取り組み、結果として、前年度を上回る顧客数を獲得し初年度の業績目標を達成する事ができました。

当社は上記の中期経営計画及びその進捗を踏まえ、当社の現在の事業概念をさらに発展させる形で平成19年２月期

からの中期の経営戦略として以下のような方針を策定しております。

a.現事業のさらなる進化・発展

b.現有経営資源の活用による新たなビジネスモデルの開発

現在の当社のビジネスモデルの特徴はいくつかのキーワードで表すことができます。①経営理念へのこだわり、②

コレクションシステム、③オリジナリティ溢れる商品、④見ているだけでも楽しくなるカタログやWeb等のメディア、

⑤お客さま参加によるさまざまなアクティビティ、⑥150万世帯を超える文化的意識の高いお客さまとの関係性等が代

表的なものです。中でも最も重要な経営資源は「150万世帯を超えるお客さまとの関係性」にあります。お客さまと当

社をつなぐものが理念であり、商品やカタログやアクティビティを導出するものもまた理念です。換言すれば150万世

帯の生活者の方々の人生を通した意味実現支援こそが当社の存在理由であり、それらを統合する概念こそが理念であ

るということになります。このように捉えたときに当社が提供できる価値のブレイクスルーが起こり、当社の事業概

念が大きく拡張することになります。当社は150万世帯の人々の人生を通じた発達を支援するための商品とサービスを
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提供する会社であるという新たな定義へと進化することになります。この定義変革によって当社の事業構造は従来の

モデルを超えたものにシフトすることが可能になります。そのような観点から新たな成長のための基盤となるビジネ

スモデルの開発に取り組んでいきます。

(6) 会社の対処すべき課題        

当社の中期的な経営戦略を遂行するにあたって対処すべき課題として、当社は以下のような項目を認識しておりま

す。

① コーポレート・スタイル・デザイン経営の推進

コーポレート・スタイル・デザインの確立によりコーポレートレベルでの理念の可視化を行うとともに、理念の下

に実現しようとする顧客価値を「事業ブランド」、さらに「商品ブランド」としてコーポレート・スタイル・デザイ

ンの内に階層的に位置づけ、ブランドマネジメントによるコントロールを行っていきます。

② 発達支援プログラムの開発

お客さまの生涯発達を支援するプログラムを事業化していきます。そのために教育サービスや書籍等による学習プ

ログラムの提供、テーマに基づくお客さま参加のコミュニティの設立と運営等、生活のプロフェッショナルとして発

達を志すお客さまを支援するサービスの開発に取り組んでいきます。

③ パートナー企業との連携の強化

当社が保有します150万の顧客世帯基盤へ向けて、生花や食品の産地直送等、パートナー企業と連携してさらに多

様なサービスを提供していきます。そのための取引先開発、取引ルールの設定、取引先との情報共有連携システム等、

基盤となる仕組みを構築していきます。

④ 商品調達力の向上

お客さまよりご注文いただいた商品を欠品することなくタイムリーにお届けできるような体制の構築に取り組みま

す。サプライチェーン・システム(商品供給のための連携システム）全体の効率化を目的としたWeb-EDI（インター

ネットを活用した情報共有システム）の第一次導入を完了し、取引先との情報共有を強化することにより連携を深め、

納期管理体制を強化いたします。また、並行して行っております需要予測システムの構築により、受注ロスや在庫の

削減を行っていきます。

⑤ 商品力の向上

品質マネジメントシステムの構築（品質基準書・運用手順書の整備）により基本品質の向上を目指すとともに、リ

スクマネジメント体制（品質の安全性・法令遵守）の強化を行っていきます。また、中国製品の生産・物流の仕組み

の見直しによる海外調達力の強化、商品のデザイン性とブランド力の向上、優良取引先との関係強化、新規取引先開

拓、返品処理の効率化及び顧客の声の企画へのフィードバックによる返品の低減に取り組んでいきます。

⑥ インターネットビジネス基盤の整備

効果的・効率的なインターネットビジネス基盤の整備を行っていきます。パートナー企業との連携による多様な品

揃えと販売方式に対応するために受注メディアの拡大と注文機能の簡素化、外部メディアとの連携が容易なシステム

の構築を目指していきます。顧客世帯との関係強化のためのコミュニティの提供と顧客データベース構築のためのコ

ミュニケーションネットワーク基盤の整備、Web注文の利用率向上をはじめとする顧客接点のWeb対応を推進していき

ます。

⑦ 顧客サービスの向上

品切れ、お届けの遅れ、お届けサイクルの変動、注文の集中による着信率の低下等、顧客接点における顧客の苦情

やストレスについて、部門横断的にすばやく取り組み解決を図っていきます。

⑧ 市場の深耕と拡大

現在の顧客世帯数をベースに、提供する商品やサービスの分野を拡大し、顧客の購買頻度及び単価の向上を図って

いきます。また、現在のメインの市場となっている30代女性及び20代、40代女性市場に加えて、今後のシニア市場の

拡大に対応するために50代～60代市場、これまで取り組みの少なかったメンズ市場への対応、また中国市場について

も店舗とWeb展開による市場開拓を行っていきます。

⑨ 経営管理能力の質的向上

経営管理機能の強化を目的として、予算統制による予実管理精度の向上等、経営管理能力の質的向上を目指してい

きます。戦略の実行管理制度としてバランスト・スコアカードの浸透を図り、戦略の実効性を高めていきます。また、

組織能力の向上のための経営システム全体の基盤の整備を行っていきます。

(7) 親会社等に関する事項

当社は、親会社等を有しておりません。
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３．経営成績及び財政状態
 (1) 経営成績

当中間連結会計期間における日本経済は、企業部門の好調さを受けて、雇用・所得環境は引き続き改善の傾向にあ

りました。個人消費については、一部、天候不順などの影響により夏以降伸びに若干の鈍化が見られるもののおおむ

ねゆるやかな回復基調で推移しました。

通信販売業界におきましては、テレビ通販やインターネット通販を実施する企業の躍進や異業種からの新規参入に

より、引き続き市場は拡大傾向にありますが、同時に競争の激化も見られます。

このような経営環境のもと当社グループは、事業ブランド別戦略を採用し、顧客属性に合わせてカタログごとに特

徴のある編集とブランド力の強化、魅力的な商品の開発及びメールマガジンやWebサイトを活用した顧客とのコミュニ

ケーションの強化を進めてまいりました。

20歳代の若い顧客向けに編集しているカタログ『haco.（ハコ）』ではメンズブランド「ニルノート」をスタート、

手作りキットを幅広く品揃えした『Couturier（クチュリエ）』では春夏シーズンに合わせてリネンやレース編みシ

リーズを新発売し好評を得ております。さらに雑貨やテキスタイル分野のアーティストと一緒に開発した新商品を掲

載した『kraso(クラソ)』、上質な日常着をレディスからメンズ、キッズまで展開した『サニークラウズ』等の主力カ

タログは書店やコンビニエンスストアでの新規の顧客の獲得においても好調でした。また、５月には書店やコンビニ

エンスストア向けにこだわり雑貨カタログ『toricobit(トリコビット)』を創刊いたしました。新聞、雑誌を使った広

告では、新規顧客向けキャンペーン商品を中心に順調に新規の顧客を獲得しております。

その結果、当中間連結会計期間の売上高は、26,084百万円（前年同期比　0.8％増）となりました。営業利益は1,459

百万円（前年同期比　32.6％減）となりました。これは、おもに当期の広告計画が前期に比べて上半期に比重を置い

ているために前期と比較すると上半期の広告費の支出が多く、販売費及び一般管理費比率が高くなっているためであ

ります。また、経常利益は1,569百万円（前年同期比　31.9％減）、当期純利益は883百万円（前年同期比　23.4％減）

となりました。 

売上高を品目別に見ますと、服飾・服飾雑貨では、身の回り品の分野でシューズやバッグ、機能性に工夫のある身

の回り雑貨の売上が好調でした。生活関連では、『Couturier（クチュリエ）』の手作りキット商品を中心に余暇関連

品が好調でありましたが、生活関連全体では前年よりも減少しております。

 (2) 通期の見通し

日本経済は、原油価格の動向など不透明な部分はあるものの、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込ま

れております。個人消費につきましても雇用情勢の改善が家計の所得改善につながっていることから今後も安定的な

増加傾向が続くことが期待されております。通信販売業界におきましては、インターネット、テレビ、携帯電話を利

用したショッピング等による一層の利便性の向上や、利用者の増加により引き続き市場は拡大するものの、メーカー

や店舗小売業等他業種による新規参入等も活発となっており、競争は激化するものと考えております。

このような状況のもと、当社は平成19年２月期からの中期経営計画に基づいて、現事業のさらなる進化と発展並び

に新たなビジネスモデルの開発に取り組んでおります。当期の業績につきましてはおおむね計画通り推移しており、

平成18年4月12日に公表した業績予想からの変更はありません。

平成19年２月期は、連結売上高で54,573百万円（前年同期比　3.1％増）、連結経常利益で3,464百万円（前年同期

比　1.9％増）、連結当期純利益で1,881百万円（前年同期比  5.0％増）を見込んでおります。

 （連結）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成19年2月期 54,573 3,362 3,464 1,881

平成18年2月期 52,948 3,165 3,401 1,791

増減率 3.1% 6.2% 1.9% 5.0%

 

 （単体）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成19年2月期 54,278 3,347 3,444 1,895

平成18年2月期 52,505 3,172 3,403 1,807

増減率 3.4% 5.5% 1.2% 4.9%

 

 (3) 財政状態

当中間連結会計期間末の総資産は、40,279百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,296百万円減少（3.1％減）い

たしました。これは主に税金等の支払による現金及び預金の減少、季節変動等の影響を受けたことによる売上債権の
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減少によるものであります。

  負債につきましては18,910百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,064百万円減少（9.8％減）いたしました。こ

れは主に、季節変動等の影響を受けたことによる仕入債務の減少、長期借入金の返済による減少及び未払法人税等の

減少によるものであります。

 純資産につきましては、21,368百万円となり、前連結会計年度末に比べ768百万円増加（3.7％増）いたしました。こ

れは主に利益剰余金の増加によるものであります。

当中間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、13,322百万円となり、前連結会

計年度末に比べ3,878百万円減少いたしました。

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は35百万円（前年同期比95.8％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期

純利益1,760百万円の計上及び売上債権の減少額が912百万円となったことに対し、仕入債権の減少額1,025百万円及

び法人税等の支払1,256百万円があったこと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）

投資活動の結果使用した資金は3,231百万円（前年同期は319百万円の獲得）となりました。これは主に資金運用

を目的とした短期債券の購入による支出2,996百万円があったこと、発注業務の効率化及び社内システムの強化を目

的としたソフトウェア等無形固定資産の取得による支出517百万円あったこと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）

財務活動の結果使用した資金は697百万円（前年同期比48.4％増）となりました。これは主に長期借入金の返済に

よる支出540百万円があったこと、配当金の支払148百万円があったことによるものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 17年８月中間期 18年８月中間期 17年２月期 18年２月期

株主資本比率（％） 44.2 53.0 41.4 49.5

時価ベースの株主資本比率（％） － 80.5 － 71.5

債務償還年数（年） 2.2 23.6 － 0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 28.9 2.2 － 50.0

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

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．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。また当社は平成17年８月中間期より

中間連結財務諸表を作成しております。

３．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）によ

り算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

を使用しております。

５．平成17年８月中間期及び平成17年２月期につきましては、当該各期において当社株式は非上場であるた

め、時価ベースの株主資本比率は記載しておりません。

６．平成17年２月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びイ

ンタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

 

 (4) 事業等のリスク

以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社グ

ループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありま

すが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われ

る必要があると考えております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
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① 通信販売市場の動向について

当社グループは、一般消費者を顧客とした通信販売事業を行っております。当社グループでは国内の通信販売の市

場規模について、インターネットや携帯電話等モバイル端末の普及と情報技術の発達を背景としたeコマース市場の

寄与から拡大傾向にあるものと推測しておりますが、一方でカタログを媒体とした通信販売の市場規模は減少傾向に

あるものと推測しております。

このような市場動向の中で当社グループでは、カタログの再編・活性化、eコマースへの取り組み等により収益の

拡大を図っておりますが、当社グループの施策が想定する効果をもたらさない場合、または既存事業者との競合、新

規事業者の参入、新たな販売モデルの出現等により消費者の消費動向が変化した場合には、当社グループの事業及び

業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの主な顧客は、20歳代から40歳代の女性となっており、これら顧客層の消費動向、長期的には

少子化の状況は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 法的規制について

当社グループは、国内の通信販売事業に売上高の大部分を依存しておりますが、当該事業は「特定商取引に関する

法律」、「消費者契約法」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「製造物責任法」、「薬事法」等による法的規制

を受けております。

当社グループでは、管理体制の構築等によりこれら法令を遵守する体制を整備しておりますが、これらの法令に違

反する行為が行われた場合、法令の改正または新たな法令の制定が行われた場合には、当社グループの事業及び業績

に影響を及ぼす可能性があります。

③ 新商品の開発について

当社グループは、カタログの発刊に合わせ、新商品を発売しております。当社グループでは、市場動向や対象顧客

のニーズ分析、流行予測等を参考にしつつ、特徴あるオリジナル商品の企画を行っておりますが、すべての商品で顧

客の支持を獲得できるとは限らず、商品企画の成否が業績に影響を及ぼします。当社グループが顧客ニーズや流行の

変化を十分に予想できなかった場合、オリジナル商品のコンセプト・商品性・魅力が顧客に受け入れられなかった場

合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 商品の品質管理について

当社グループが販売する商品の大部分はオリジナル商品であり、当社グループの商品開発部門とパートナー企業が

共同で商品企画を行い、パートナー企業で生産、品質管理を行っております。

商品の安全性に関する社会の期待、関心は高まっており、当社グループにおいても、仕入に際しての品質基準の見

直しや、品質検査、適法検査等を強化し、安全な商品の供給に努めております。しかしながら、当社グループが販売

した商品に不具合等が発生した場合には、大規模な返品、製造物責任法に基づく損害賠償や対応費用の発生、信用失

墜等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 需要予測に基づく仕入について

当社グループが販売する商品の大部分はオリジナル商品であり需要予測の精度向上に努めておりますが、実際の受

注は天候その他様々な要因に左右されるため、実際の受注が需要予測を上回った場合には、追加仕入が受注スピード

に応じきれないケースもあり、販売機会を失ったり、他の受注商品と別に配送するための費用等が発生します。さら

には、顧客の信頼を失うこととなり、次回注文へ影響する可能性もあります。また、実際の受注が需要予測を下回っ

た場合には、当社グループに過剰在庫が発生し、キャッシュ・フローへの影響や商品評価損が発生する可能性があり

ます。

当社グループでは、受注に対し適時適量に商品を供給するため、需要予測精度の向上や、受注の変動にすばやく対

応できるサプライチェーンの構築を課題とし取り組んでおりますが、当社グループの対応力を超え、大きな商品供給

不足が生じた場合、または逆に新商品が販売不振で当初の需要予測を下回る場合、あるいは流行の変化や季節変動等

で生じる大きな需要収縮に供給が対応しきれなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

⑥ 返品について

当社グループは、通信販売という販売形態をとっていることから、原則として理由の如何を問わず返品を受入れて

おります。返品の受入れにあたっては、返送品の処理、代替商品の配送等追加的な費用が発生することから、当社グ

ループの想定以上に返品が増加した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 原材料市況等の影響について

当社グループの事業においては、通信販売という特性上、カタログコストと顧客への配送コストの販売費に占める

比率が高くなっております。近年、中国の経済成長に端を発するインフレ傾向により、紙原料や原油が高騰する予測

があり、また、将来、環境税の導入等も予想され、紙市況の影響によるカタログコストの変動、または原油市況の影

響による配送コストの変動は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑧ 物流拠点への業務機能の集約について

当社グループは、国内唯一の物流拠点として神戸市に「エスパスフェリシモ」を保有しております。当社グループ

では、業務効率の向上を目的として、カタログの配送、受注から商品の納入、出荷、入金管理、顧客サービス並びに

それらを管理する情報処理業務にいたるまでの一連の業務機能を当該物流拠点に集約しております。業務機能の集約

によるリスクについては十分に検討し、リスク回避の実施、及びリスク発生時の対応体制の見直し等を行っておりま

すが、万が一、当社グループの対応能力を超える大災害等が発生した場合は、当社グループの事業及び業績に影響を

及ぼす可能性があります。

⑨ システムトラブルについて

当社グループは、多くの業務をＩＴ化しており、そのため、情報のバックアップや運用保守には万全を期しており

ますが、万が一、大災害や予期せぬ理由により大規模なシステム障害が発生した場合には、当社グループの事業及び

業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、顧客からの注文についても、インターネットによるものが増加しており、インターネット網になんらかの障

害が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ カントリーリスクについて

当社グループの取り扱う商品の多くは、主に中国を中心としたアジア地域において生産されております。また、当

社グループは、将来的な事業のグローバル化を視野に入れ、中国（香港、北京、上海）、米国（ニューヨーク）に子

会社を設立し、事業活動を行っております。従って、これら地域に関係する地政学的リスク、信用リスク、市場リス

クは、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 為替変動リスクについて

当社グループの取り扱う商品の多くは、主に中国を中心としたアジア地域において生産されており、仕入原価は直

接・間接的にそれらの国の為替変動による影響を受けております。為替変動リスクを軽減するために為替予約等によ

るヘッジを行っておりますが、中国人民元の切り上げ等当社グループの想定を超えた為替変動があった場合には、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、通信販売の場合は、為替の急激な変動により仕入原価が高騰した場合も、カタログの有効期間中は販売価格

への転嫁がむずかしく、そのような場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 個人情報保護について

当社グループは、商品の販売に際して会員登録制をとっており、氏名、住所等の基本情報及び取引情報、決済情報

等、多くの個人情報を保有しております。当社グループは、個人情報保護を重要な経営課題と認識しており、個人情

報を厳正かつ厳重に管理しておりますが、万が一、個人情報の漏洩や個人情報保護法に抵触する事象が発生した場合

には、損害賠償や対応費用の発生のみならず、当社グループに対する信用の低下等により、当社グループの事業及び

業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑬ 月次業績の特徴について

当社グループは、一般消費者を顧客としており、その販売実績は季節や歳時等一般的な消費支出性向の影響を受け

ます。また、傾向として、カタログを新しく発刊した場合、配布後１、２ヵ月で受注のピークを迎えるため、当社グ

ループの基幹カタログ発刊基本ローテーションに従い、売上高はカタログ発刊前に低くなる傾向があります。一方、

無料で配布するカタログに係るコストは、当社は広告費として会計処理しており、撮影等の制作費はカタログの配布

開始月に一括して計上し、本体コストは配布時に計上するため、基幹カタログの発刊時には広告費が高くなる傾向が

あります。このため当社グループの月次の営業損益は、カタログ発刊時期の影響を受ける可能性があります。

⑭ 潜在株式について

当社グループは、当社または関係会社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者の業績向上に対する士気や意欲の

向上を図るために、ストックオプション制度を採用しております。また、資本政策の一環として有限会社目神山事務

所(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)に新株予約権を付与しております。平成18年８月31

日現在の新株予約権の目的となる株式数の合計は441,900株であり、平成18年８月31日現在の発行済株式総数

10,013,300株の4.4％に相当しております。当社グループでは、今後も取締役、監査役及び従業員の業績向上に対す

る士気や意欲の向上を図るために、ストックオプション制度を継続していく方針であり、既に付与された新株予約権

または今後付与される新株予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２  12,056,485   13,703,974   17,466,751  

２．受取手形及び売掛金   4,358,185   4,488,226   5,394,785  

３．有価証券   －   3,196,922   200,079  

４．たな卸資産   5,394,681   5,526,829   5,246,170  

５．繰延税金資産   563,897   572,433   579,748  

６．その他   395,851   323,923   249,107  

貸倒引当金   △90,141   △88,153   △85,226  

流動資産合計   22,678,959 63.6  27,724,154 68.8  29,051,416 69.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※1,2 3,774,006   3,597,937   3,696,683   

(2）機械装置及び運搬
具

※１ 776,577   647,166   706,183   

(3）工具器具備品 ※１ 137,849   140,335   124,857   

(4）土地 ※２ 4,326,525   4,344,846   4,341,685   

(5）建設仮勘定  － 9,014,959 25.3 6,252 8,736,538 21.7 － 8,869,410 21.3

２．無形固定資産   1,112,964 3.1  1,578,927 3.9  1,234,711 3.0

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  802,646   609,136   602,116   

(2）繰延税金資産  1,041,565   1,079,924   1,048,596   

(3）その他  1,135,439   610,880   927,701   

貸倒引当金  △127,646 2,852,005 8.0 △59,857 2,240,084 5.6 △158,179 2,420,234 5.8

固定資産合計   12,979,928 36.4  12,555,550 31.2  12,524,355 30.1

資産合計   35,658,888 100.0  40,279,704 100.0  41,575,772 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   11,198,873   11,488,003   12,472,282  

２．１年以内返済予定の
長期借入金

※２  888,535   700,000   890,336  

３．未払金   1,836,781   1,890,672   2,191,282  

４．未払法人税等   1,207,509   914,216   1,231,904  

５．売上値引引当金   24,425   13,574   11,746  

６．返品調整引当金   159,350   146,981   170,859  

７．景品引当金   643,104   565,185   567,893  

８．賞与引当金   191,345   200,577   133,075  

９．その他   611,007   494,141   542,026  

流動負債合計   16,760,931 47.0  16,413,352 40.7  18,211,405 43.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  795,620   －   350,000  

２．退職給付引当金   1,469,546   1,600,103   1,539,361  

３．役員退職慰労引当金   721,363   776,535   747,753  

４．その他   145,576   120,869   126,588  

固定負債合計   3,132,107 8.8  2,497,508 6.2  2,763,702 6.7

負債合計   19,893,038 55.8  18,910,860 46.9  20,975,107 50.5
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   100,000 0.3  － －  1,841,000 4.4

Ⅱ　資本剰余金   2,437,423 6.8  － －  4,814,673 11.6

Ⅲ　利益剰余金   13,386,455 37.5  － －  14,025,035 33.7

Ⅳ　為替換算調整勘定   △158,029 △0.4  － －  △79,687 △0.2

Ⅴ  自己株式   － －  － －  △356 △0.0

資本合計   15,765,849 44.2  － －  20,600,664 49.5

負債・資本合計   35,658,888 100.0  － －  41,575,772 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,845,875 4.6  － －

２．資本剰余金   － －  4,819,548 12.0  － －

３．利益剰余金   － －  14,756,395 36.6  － －

４．自己株式   － －  △356 △0.0  － －

株主資本合計   － －  21,421,463 53.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  △7 △0.0  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  7,618 0.0  － －

３．為替換算調整勘定   － －  △66,230 △0.1  － －

評価・換算差額等合計   － －  △58,618 △0.1  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  6,000 0.0  － －

純資産合計   － －  21,368,844 53.1  － －

負債純資産合計   － －  40,279,704 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   25,884,136 100.0  26,084,477 100.0  52,948,862 100.0

Ⅱ　売上原価   12,183,222 47.1  12,478,307 47.8  25,507,968 48.2

売上総利益   13,700,913 52.9  13,606,170 52.2  27,440,893 51.8

返品調整引当金戻入額   174,788 0.7  170,859 0.7  174,788 0.3

返品調整引当金繰入額   159,350 0.6  146,981 0.6  170,859 0.3

差引売上総利益   13,716,351 53.0  13,630,048 52.3  27,444,822 51.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  11,551,029 44.6  12,170,084 46.7  24,279,091 45.8

営業利益   2,165,322 8.4  1,459,964 5.6  3,165,730 6.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  4,059   7,701   9,846   

２．為替差益  31,083   10,033   147,330   

３．生命保険還付金  51,861   36,268   51,861   

４．損失補填収入  40,932   40,271   79,319   

５．預り金精算益  5,515   1,235   7,399   

６．その他  41,393 174,847 0.6 28,064 123,574 0.5 61,426 357,184 0.7

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  27,068   13,771   48,135   

２．新株発行費  －   －   43,034   

３．上場関連費用  －   －   21,764   

４．その他  8,340 35,409 0.1 555 14,327 0.1 8,948 121,883 0.3

経常利益   2,304,760 8.9  1,569,211 6.0  3,401,032 6.4

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ －   122   593   

２．貸倒引当金戻入益  －   600   －   

３．保険解約益  － － － 201,098 201,821 0.8 － 593 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 25,804   10,274   27,221   

２．貸倒引当金繰入額  28,041 53,846 0.2 － 10,274 0.0 58,575 85,797 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  2,250,913 8.7  1,760,757 6.8  3,315,828 6.3

法人税、住民税及び
事業税

 1,061,687   905,896   1,509,310   

法人税等調整額  35,837 1,097,525 4.2 △28,975 876,921 3.4 14,549 1,523,860 2.9

中間(当期)純利益   1,153,388 4.5  883,836 3.4  1,791,968 3.4
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,437,423  2,437,423

 １．増資による新株の発行  －  2,071,250  

 ２．新株予約権の行使による新株の発行  － － 306,000 2,377,250

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高   2,437,423  4,814,673

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   12,253,958  12,253,958

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  1,153,388 1,153,388 1,791,968 1,791,968

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  20,892 20,892 20,892 20,892

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   13,386,455  14,025,035
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間末（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
1,841,000 4,814,673 14,025,035 △356 20,680,352

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 4,875 4,875 － － 9,750

剰余金の配当（千円） － － △150,100 － △150,100

中間純利益（千円） － － 883,836 － 883,836

連結子会社の増加に伴う減少高

（千円）
－ － △2,375 － △2,375

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
4,875 4,875 731,360 － 741,110

平成18年８月31日　残高

（千円）
1,845,875 4,819,548 14,756,395 △356 21,421,463

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
－ － △79,687 △79,687 6,000 20,606,664

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － － － 9,750

剰余金の配当（千円） － － － － － △150,100

中間純利益（千円） － － － － － 883,836

連結子会社の増加に伴う減少高

（千円）
－ － － － － △2,375

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△7 7,618 13,457 21,069 － 21,069

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△7 7,618 13,457 21,069 － 762,179

平成18年８月31日　残高

（千円）
△7 7,618 △66,230 △58,618 6,000 21,368,844
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利
益

 2,250,913 1,760,757 3,315,828

減価償却費  338,006 379,565 690,233

固定資産売却益  － △122 △593

固定資産除却損  25,804 10,274 27,221

生命保険還付金  △51,861 △36,268 △51,861

生命保険解約益  － △201,098 －

新株発行費  － － 43,034

貸倒引当金の増加額  22,663 2,330 48,242

売上値引引当金の増加額  17,620 1,828 4,941

返品調整引当金の減少額  △15,438 △23,878 △3,929

景品引当金の減少額  △58,561 △2,708 △133,772

賞与引当金の増加  64,631 67,502 6,361

退職給付引当金の増加額  64,547 60,741 134,362

役員退職慰労引当金の増減額  △58,960 28,782 △32,570

受取利息  △4,059 △7,701 △9,846

支払利息  27,068 13,771 48,135

為替差益  △4,239 △498 △5,938

売上債権の増減額  539,337 912,129 △492,961

たな卸資産の増加額  △703,465 △255,344 △547,578

仕入債務の増減額  △796,202 △1,025,207 475,864

未払金の増減額  △193,379 △313,645 132,448

その他  △258,899 △69,801 △179,737

小計  1,205,526 1,301,409 3,467,884

利息の受取額  4,574 7,363 10,738

利息の支払額  △29,498 △16,076 △53,110

法人税等の支払額  △329,561 △1,256,817 △772,126

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 851,040 35,879 2,653,384
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前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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  △377 △116,310 △783

定期預金の払戻による収入  530,000 3,065 542,000

有価証券の取得による支出  － △2,996,171 －

投資有価証券の取得による支出  － △7,360 －

有形固定資産の取得による支出  △64,223 △48,081 △65,174

有形固定資産の売却による収入  － 500 1,169

無形固定資産の取得による支出  △210,090 △517,887 △452,069

保険積立金の払込による支出  △71,930 － △71,930

保険積立金の払戻による収入  92,483 451,139 92,483

その他  43,238 28 59,150

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 319,099 △3,231,077 104,846

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  △442,931 △540,336 △886,751

リース債務の返済による支出  △5,950 △17,850 △23,800

株式の発行による収入  － 9,698 4,063,215

自己株式の取得による支出  － － △356

配当金の支払額  △20,892 △148,561 △20,892

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △469,773 △697,049 3,131,415

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 19,856 8,303 21,060

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  720,223 △3,883,945 5,910,706

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  11,290,234 17,200,941 11,290,234

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び現金同等
物増加額

 － 5,392 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

※１ 12,010,458 13,322,388 17,200,941
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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 (1）連結子会社の数　　　　３社

主要な連結子会社の名称

Asianthology International

Limited

Felissimo Universal 

Corporation of America

上海芬理希梦時装有限公司

(1）連結子会社の数　　　　５社

主要な連結子会社の名称

Asianthology International

Limited

Felissimo Universal 

Corporation of America

上海芬理希梦時装有限公司

北京幸福生活貿易有限公司

芬理希梦商貿有限公司

 上記のうち、北京幸福生活貿易

有限公司は、当連結会計年度から

重要性が増加したことにより、連

結の範囲に含めております。

(1）連結子会社の数　　　　４社

主要な連結子会社の名称

Asianthology International

Limited

Felissimo Universal 

Corporation of America

上海芬理希梦時装有限公司

 芬理希梦商貿有限公司

 上記のうち、芬理希梦商貿有限公

司については、当連結会計年度に

おいて新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

北京幸福生活貿易有限公司

(2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

北京幸福生活貿易有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、

合計の総資産、売上高、中間純損

益及び利益剰余金等は、いずれも

中間連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社及び

関連会社はありません。

(1）　　　　 同左 (1）　　　　 同左

(2）持分法を適用していない非連結

子会社（北京幸福生活貿易有限

公司）は、中間純損益及び利益

剰余金等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結財務諸

表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。

(2）　　――――――― (2）持分法を適用していない非連結

子会社（北京幸福生活貿易有限

公司）は、当期純損益及び利益

剰余金等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に

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。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうち上海芬理希梦時

装有限公司の中間決算日は、６月30

日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日との差は３ヵ

月以内であるため、中間決算日現在

の中間財務諸表を使用しております。

ただし、中間連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

  連結子会社のうち上海芬理希梦時

装有限公司、北京幸福生活貿易有限

公司及び芬理希梦商貿有限公司の中

間決算日は、６月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日との差は３ヵ

月以内であるため、中間決算日現在

の中間財務諸表を使用しております。

ただし、中間連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

 連結子会社のうち上海芬理希梦時

装有限公司及び芬理希梦商貿有限公

司の決算日は、12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって

は、連結決算日との差は３ヵ月以

内であるため同決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、

連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

───── その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、移動平

均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

─────

ロ　デリバティブ

　時価法

ロ　デリバティブ

同左

ロ　デリバティブ

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

ハ　たな卸資産 ハ　たな卸資産 ハ　たな卸資産

商品

　主として移動平均法による原

価法

商品

同左

商品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　当社は、定率法（ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）について

は定額法）を、また、在外連結子

会社は定額法を採用しております。

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、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）に基づいております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備える

ため、当社は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

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。また在外

連結子会社は主として特定の債権

について回収不能見込額を計上し

ております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

ロ　売上値引引当金

　顧客に対して発行された値引

クーポン（金券）が、将来使用さ

れる際の売上値引に備えるため、

値引クーポン中間期末既発行残高

及び予想使用率に基づいて算出し

た金額を計上しております。

ロ　売上値引引当金

同左

ロ　売上値引引当金

　顧客に対して発行された値引

クーポン（金券）が、将来使用さ

れる際の売上値引に備えるため、

値引クーポン期末既発行残高及び

予想使用率に基づいて算出した金

額を計上しております。

ハ　返品調整引当金

　当中間連結会計期間末日後の返

品損失に備えるため過去の返品率

等に基づき、返品損失見込額を計

上しております。

ハ　返品調整引当金

同左

ハ　返品調整引当金

　当連結会計年度末日後の返品損

失に備えるため過去の返品率等に

基づき、返品損失見込額を計上し

ております。

ニ　景品引当金

　顧客の購入金額に応じて発行さ

れたフェリシモ・ポイントが将来

引換えられる際の景品費用支出に

備えるため、フェリシモ・ポイン

ト中間期末既発行残高及び予想引

換率等に基づいて算出した金額を

計上しております。

ニ　景品引当金

同左

ニ　景品引当金

　顧客の購入金額に応じて発行さ

れたフェリシモ・ポイントが将来

引換えられる際の景品費用支出に

備えるため、フェリシモ・ポイン

ト期末既発行残高及び予想引換率

等に基づいて算出した金額を計上

しております。

ホ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しております。

ホ　賞与引当金

同左

ホ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額の当連結会計年度

負担額を計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

ヘ　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

付債務の見込額に基づき、当中間

連結会計期間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。

　なお、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。

ヘ　退職給付引当金

同左

ヘ　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

付債務の見込額に基づき、計上し

ております。

　なお、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。

ト　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

ト　役員退職慰労引当金

同左

ト　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(4）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。

同左 同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針

　外貨建予定取引の為替変動リス

クを回避する目的で、為替予約取

引により管理しております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、かつ

ヘッジ開始時及びその後も継続し

て、為替変動又はキャッシュ・フ

ロー変動を完全に相殺するものと

想定することができるため、ヘッ

ジ有効性の判定は省略しておりま

す。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手元現金、随時引き出し可能な預

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ヵ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日）が平成16年３月31

日に終了する連結会計年度に係る連結

財務諸表から適用できることになった

ことに伴い、当中間連結会計期間から

同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。これによる損益に与える影

響はありません。

──────

　

（固定資産の減損に係る会計基準）

  固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日）が平成16年３月31

日に終了する連結会計年度に係る連結

財務諸表から適用できることになった

ことに伴い、当連結会計年度から同会

計基準及び同適用指針を適用しており

ます。これによる損益に与える影響は

ありません。 

 ──────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は21,355,225千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

 ──────

 

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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）

　実務対応報告第12号「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」

(企業会計基準委員会 平成16年２月13

日)が公表されたことに伴い、当連結会

計年度から同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割

44,375千円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

5,389,858千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

5,793,027千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

5,610,891千円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

建物及び構築物 2,096,755千円

土地 3,858,171

　計 5,954,926

建物及び構築物 1,988,460千円

土地 3,858,171

　計 5,846,631

建物及び構築物 2,042,607千円

土地 3,858,171

　計 5,900,778

　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。 　担保付債務は、次のとおりであります。

１年以内返済予定の

長期借入金
700,000千円

長期借入金 700,000

　計 1,400,000

１年以内返済予定の

長期借入金
700,000千円

  

１年以内返済予定の

長期借入金
700,000千円

長期借入金 350,000

　計 1,050,000

　上記のほか、定期預金10,000千円に対

して、仕入債務を担保するために質権が

設定されております。

　上記のほか、定期預金10,000千円に対

して、仕入債務を担保するために質権が

設定されております。

　上記のほか、定期預金10,000千円に対

して、仕入債務を担保するために質権が

設定されております。

　３．当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これらの契約

に基づく当中間連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　３．当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これらの契約

に基づく当中間連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　３．当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。これらの契約

に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

広告費 3,267,327千円

運送費 1,655,027 

景品引当金繰入額 298,939 

貸倒引当金繰入額 37,308 

役員報酬 159,988 

給与手当 1,935,692 

賞与引当金繰入額 191,345 

退職給付費用 69,814 

役員退職慰労引当金繰入

額
24,846 

減価償却費 337,045 

広告費 3,886,303千円

運送費 1,679,910 

景品引当金繰入額 176,292 

貸倒引当金繰入額 52,299 

役員報酬 173,982 

給与手当 1,904,904 

賞与引当金繰入額 200,577 

退職給付費用 66,270 

役員退職慰労引当金繰入

額
28,782 

減価償却費 378,197 

広告費 7,521,214千円

運送費 3,330,571 

景品引当金繰入額 567,893 

貸倒引当金繰入額 81,226 

役員報酬 311,402 

給与手当 4,132,227 

賞与引当金繰入額 133,075 

退職給付費用 139,629 

役員退職慰労引当金繰入

額
51,235 

減価償却費 688,337 

※２．　　　　───── ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。

   機械装置及び運搬具 122千円 機械装置及び運搬具 593千円

  

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 24,388千円

無形固定資産

（ソフトウェア）
1,416 

　計 25,804 

建物及び構築物 9,443千円

機械装置及び運搬具 427 

工具器具備品 197 

無形固定資産

 (その他）
205 

　計 10,274 

建物及び構築物 24,797千円

機械装置及び運搬具 144 

工具器具備品 756 

無形固定資産

（ソフトウェア）
1,523 

　計 27,221 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間末（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式（注） 10,006 6 － 10,013

合計 10,006 6 － 10,013

自己株式

普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0

（注）普通株式の発行済株式総数の増加6千株は、新株予約権（ストックオプション）の権利行使によるものであります。

  ２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社 平成16年新株予約権 普通株式 200 － － 200 6,000

合計 － 200 － － 200 6,000

（注）上表の新株予約権は、権利行使可能なものであります。

  ３．配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月30日

定時株主総会
普通株式 150,100 15.0 平成18年２月28日 平成18年５月31日

 (2) 基準日が当中間期に属する配当のうち、配当効力発生日が中間期末後となるもの

 該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と

中間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８月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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18年８月31日現在）

※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18年２月28日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 12,056,485

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金
△46,027

現金及び現金同等物 12,010,458

 （千円）

現金及び預金勘定 13,703,974

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金
△381,585

現金及び現金同等物 13,322,388

 （千円）

現金及び預金勘定 17,466,751

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金
△265,810

現金及び現金同等物 17,200,941
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．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、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置
及び運搬
具

666,487 168,943 497,543

工具器具
備品

905,593 302,112 603,480

無形固定
資産

344,637 189,238 155,398

合計 1,916,717 660,294 1,256,423

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置
及び運搬
具

656,525 258,830 397,694

工具器具
備品

1,028,653 423,398 605,255

無形固定
資産

263,446 116,881 146,564

合計 1,948,624 799,109 1,149,514

 
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）

機械装置
及び運搬
具

650,039 205,750 444,289

工具器具
備品

983,770 397,859 585,911

無形固定
資産

359,053 219,257 139,796

合計 1,992,863 822,867 1,169,996

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 327,542千円

１年超 950,403

合計 1,277,946

１年内 348,334千円

１年超 832,510

合計 1,180,845

１年内 324,703千円

１年超 865,357

合計 1,190,060

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 183,613千円

減価償却費相当額 176,474

支払利息相当額 15,127

支払リース料 187,551千円

減価償却費相当額 183,772

支払利息相当額 13,660

支払リース料 387,897千円

減価償却費相当額 355,488

支払利息相当額 29,744

(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

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料  

１年内 48,079千円

１年超 52,085

合計 100,165

未経過リース料  

１年内 48,079千円

１年超 4,006

合計 52,085

未経過リース料  

１年内 48,079千円

１年超 28,046

合計 76,125

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

同左

 

（減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日）

満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 802,646 805,620 2,973

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 802,646 805,620 2,973

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 801,743 799,886 △1,857

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 801,743 799,886 △1,857

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 － － －

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 2,996,171 2,996,922 750

(3）その他 － － －

合計 2,996,171 2,996,922 750

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 7,392

前連結会計年度末（平成18年２月28日）

満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 802,195 799,724 △2,471

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 802,195 799,724 △2,471

－ 24 －



③　デリバティブ取引

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

対象物

の種類
取引の種類

契約額等

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

通貨 為替予約取引          

 買建          

 米ドル 10,990 11,103 113 155,026 158,469 3,442 109,880 111,420 1,540

 
通貨オプショ

ン取引
         

 売建          

 米ドル 131,880 135,754 △3,874 － － － 65,940 66,359 △419

 買建          

 米ドル 131,880 134,199 2,319 － － － 65,940 68,951 3,011

合計 － － △1,441 － － 3,442 － － 4,133

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

④  ストック・オプション等関係

当中間連結会計期間末（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

 該当事項はありません。

⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年３月１日　至平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年３月１

日　至平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

　当社グループは、服飾・服飾雑貨及び生活関連商品を中心とした通信販売事業を単一で行っているため、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年３月１日　至平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年３月１

日　至平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年３月１日　至平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年３月１

日　至平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

　海外売上高は、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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（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 1,886.59円

１株当たり中間純利益

金額
138.02円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

１株当たり純資産額 2,133.47円

１株当たり中間純利益

金額
88.32円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
86.34円

１株当たり純資産額 2,058.69円

１株当たり当期純利益

金額
210.58円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
201.66円

当社は、平成17年６月30日付で株式

１株につき４株の株式分割を行ってお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。

１株当たり純資産額 1,738.06円

１株当たり当期純利益

金額
149.15円

  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、新株予

約権の残高はありますが、前連結会

計年度において当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。

   当社は、平成17年６月30日付で株式

１株につき４株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前連結会計年度

の１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 1,738.06円

１株当たり当期純利益

金額
149.15円

  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、新株予

約権の残高はありますが、前連結会

計年度において当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 1,153,388 883,836 1,791,968

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
1,153,388 883,836 1,791,968

期中平均株式数（千株） 8,356 10,006 8,509

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － 229 376

（うち新株予約権） (－) (229) (376)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権　 2,531個

 

──────

 

──────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

新株予約権の行使による増資

　当社は、平成17年12月16日に、平

成15年12月18日開催の取締役会の決

議による新株予約権のうち612,000

千円について権利行使を受けました。

その概要は以下のとおりであります。

①増加した株式の種類及び数

普通株式　400,000株

②増加した資本金 306,000千円

③増加した資本準備金

 306,000千円

　上記により、平成17年12月31日現

在の発行済株式総数8,756,800株、

資本金406,000千円、資本準備金

2,743,423千円となりました。

　なお、当新株予約権は被合併会社

㈱フェリシモ（神戸市須磨区）から

引き継いだものであり、発行決議は

被合併会社㈱フェリシモ（神戸市須

磨区）の取締役会によるものであり

ます。

該当事項はありません。 　　

 

 

 

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
  当社グループは、カタログ等による一般消費者向けの通信販売を主な事業としておりますので、生産及び受注の状況

に替えて商品仕入実績を記載しております。

  なお、当社グループは、単一セグメント・単一事業部門であるため品目ごとに商品仕入実績及び販売実績を記載して

おります。

 (1) 商品仕入実績

 

品 目

 

前中間連結会計期間
(自　平成17年３月１日 
至  平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

金額　(千円)
構成比　

(%)
金額　(千円)

構成比　

(%)
金額　(千円)

構成比　

(%)

服飾・服飾雑貨 9,012,850 69.8 9,180,212 72.2 18,331,220 70.3

生活関連 3,204,613 24.8 3,008,318 23.7 6,496,365 24.9

その他 691,684 5.4 526,933 4.1 1,247,898 4.8

合計 12,909,148 100.0 12,715,463 100.0 26,075,484 100.0

    (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 (2) 販売実績

 

品 目

 

前中間連結会計期間
(自　平成17年３月１日 
至  平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

金額　(千円)
構成比　

(%)
金額　(千円)

 構成比　

(%)
金額　(千円)

構成比　

(%)

服飾・服飾雑貨 18,583,457 71.8 19,029,346 73.0 38,168,803 72.1

生活関連 6,542,267 25.3 6,345,455 24.3 13,272,368 25.1

その他 758,410 2.9 709,675 2.7 1,507,690 2.8

合計 25,884,136 100.0 26,084,477 100.0 52,948,862 100.0

    (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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