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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 10,966 4.3 △631 － △462 －

17年８月中間期 10,508 22.8 △418 － △377 －

18年２月期 23,319 △778 △705

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 △844 － △59 64 － －

17年８月中間期 △450 － △40 37 － －

18年２月期 △1,166 △102 39 － －

（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14,160,832株17年８月中間期11,160,832株 18年２月期 11,391,601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 17,668 9,242 52.3 652 53

17年８月中間期 18,456 9,080 49.2 813 57

18年２月期 18,604 10,112 54.4 714 15

（注）期末発行済株式数（連結） 18年８月中間期14,160,832株17年８月中間期11,160,832株 18年２月期14,160,832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 △396 813 △460 340

17年８月中間期 △379 △431 263 262

18年２月期 △164 △1,086 825 383

(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） －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 23,500 △520 △930

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△65円67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６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社（㈱イマージュ）及び子会社６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」、「不動産賃貸業事業」及び

「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 

 不動産賃貸事業  不動産の賃貸 当社

その他の事業
衣料品の販売 ㈱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

非連結子会社
主な事業内容 会社名

雑誌等のモデルのマネージメント ㈱エリムズ

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）非連結子会社の㈱エリムズは、平成18年８月28日付で設立いたしました。

　事業の系統図は、おおむね次のとおりであります。

  

 

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 

不動産賃貸事業 

㈱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
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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 

Webサイト運営
委託 

不動産賃貸事業 

非連結子会社 

㈱エリムズ 
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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、株主をはじめ顧客、取引先、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。

（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、役職員に対して、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。当社グループといたしましては、「イマージュ」カタログの立て直しと同時に対象顧

客層が拡大するミセス向けカタログ「ブランカフェ」の育成や化粧品「ライスフォース」のコア事業化を図る一方、

苦戦の続く店舗販売事業の抜本的な改善施策を着実に実行し、売上高の拡大を図るとともに効率を重視した事業運営

に努めることで、営業利益率（対売上高）10％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、対象顧客層の人口が減少していく「イマージュ」カタログのみに業績の大半を

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良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とすべく、次のような課題に取り組んでおります。

（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、商品力に関しては全体として改善が進捗しているものの、アウター

商材に比してインナー商材の改善が遅れており、カタログとして十分な競争力を有するには至っておりません。稼動

顧客数確保のための新規顧客獲得件数増加のためにも、インナー商材の商品力強化により一層注力し、お客様支持率

の向上を図ってまいります。また、売上総利益率圧迫の要因となっている過剰な旧シーズン商品在庫の削減も着実に

進展しつつありますが、引き続き積極的な処分を進めると同時に緻密な商品管理により新たな発生を抑制することで、

出来る限り早期に適正水準までの在庫低減を実現すべく努めてまいります。

　ミセス向けの「ブランカフェ」カタログにつきましては、お客様への接触頻度を高めるためにカタログ発行を年４

回体制にしたものの、商品開発力不足から既存顧客から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

ておりました。このため、商品開発に関わる人的体制の整備を進めるとともに、「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て、商品開発から販売促進に係る一連の施策において「イマージュ」カタログと

の連携を図ることで、「イマージュ」顧客からのスムーズな移行による顧客数増加や経費効率の改善による採算性確

保に努めてまいります。

　ますます重要性を増してきているインターネットにおける取り組みとしては、グループのインターネット事業を集

約して展開する子会社の㈱イマージュ・ネットとの間で販売促進活動における連携を強化するとともに、独自性のあ

るシステム展開等により、お客様がより商品選択のし易い環境を整えてまいります。また、インターネット独自事業

の拡大を図るために、グループ外企業との様々な取り組みの可能性を視野に入れて体制の整備を進めてまいります。

　化粧品事業におきましては、比較的順調に顧客基盤整備が進んでおりますが、引き続き積極的な事業展開により大

幅な売上高の拡大を図ってまいります。新規顧客獲得において従来のテレビショッピングに加え折込チラシとテレビ

ＣＭを融合したチャネルミックス手法などの新たな施策を積極的に展開するとともに、独自の「肌診断システム」や

アウトバウンドの有効活用により本商品移行率の向上を図ってまいります。また、商品ラインナップ拡大に向けた新

商品開発にも引き続き取り組んでまいります。
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（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、将来の再拡大展開の可能性を模索すべく大宮ルミネ店におい

て様々なテストを継続するとともに、各種経費の削減により採算性の改善を図ってまいりましたが、当中間連結会計

期間におきましても売上高が前年を大きく下回る水準にとどまり、採算性の改善が見込みづらい状況が続いてまいり

ました。このため、「イマージュショップ」については、平成18年８月31日をもって事業を休止し、当該事業におけ

る店舗の営業権を㈱ジャスティスに譲渡することといたしました。

　子会社の㈱トランスコンチネンツにつきましては、各店舗における売上高は前年を上回る水準を確保しているもの

の、売上総利益率の向上をはじめ本部経費や店舗運営に係る全体的な経費構造の改善を要する状況が続いております。

引き続き、採算性の改善を図るため、店舗運営における人的体制の見直しによる経費削減や商品管理手法の見直しに

よる売上総利益率の向上に向けて地道な取り組みを行ってまいります。

（不動産賃貸事業）

　当社保有の物流施設や遊休土地等を外部企業に賃貸しておりますが、資産効率や資金効率の観点からより有効な活

用施策を模索しながら事業運営に努めてまいります。

（その他の事業）

　インナー商材や化粧品の卸売り等、展開する事業の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、今後も経費効率を重視した事業運営に努めてまいります。

（４）親会社等に関する事項

　　当中間連結会計期間末（平成18年８月31日現在）においては親会社等はありませんでしたが、平成18年９月１日

付で、当社の有する店舗設備の賃貸等の取引を㈱ジャスティスと開始したことに伴い、当該会社が当社の親会社等

に該当することとなりました。

　㈱ジャスティスの概要は下記のとおりであります。

（１）名称 株式会社ジャスティス

 （２）本店所在地 香川県坂出市駒止町１丁目４番21－１号

 （３）代表者 代表取締役　南保幸子

 （４）資本金 ３百万円

 （５）主な事業内容 有価証券の投資・保有業、衣料品販売業

 （６）当社との関係

 資本関係：議決権所有割合21.19％（平成18年８月31日現在）

 人的関係：代表者及び資本の出資者は当社代表取締役の親族であります。

取引関係：店舗設備の賃貸、商品販売、従業員の出向等

 （７）決算期 毎年８月31日

 （８）上場取引所 非上場
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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

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業部門が好調に推移するとともに雇用・所得環境の改善により個

人消費も底堅い展開となるなど、景気はバランスのとれた回復基調が続いてまいりました。小売業界におきまして

は、ボーナスを中心とした所得の増加を背景に薄型テレビや携帯電話等を中心に全体としては堅調な状況で推移し

ましたが、当社グループが主に取扱う衣料品・日用雑貨分野については、天候不順等の影響もあって盛り上がりに

欠ける展開となり、また、商品・サービスに対する消費者の選別の眼も厳しさを増しており、依然として厳しい経

営環境が続いてまいりました。

　このような経営環境のもと、当社グループでは、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

ながら積極的な事業運営を進めてまいりました。

　当中間連結会計期間の売上高は、通信販売事業における化粧品「ライスフォース」が着実に伸長したものの、主

力の「イマージュ」カタログをはじめミセス向け「ブランカフェ」カタログや店舗販売事業が伸び悩んだことなど

から、109億６千６百万円（前年同期比4.3％増）となりました。

　損益面におきましては、単体ベースの売上高が計画を下回ったことにより採算が悪化したこと、また、連結子会

社の㈱トランスコンチネンツ及び㈱イマージュ・ネットの損失額が計画を上回る結果となったことなどから、営業

損益は６億３千１百万円の損失（前年同期は４億１千８百万円の損失）、経常損益は４億６千２百万円の損失（同

３億７千７百万円の損失）となりました。中間純損益につきましては、固定資産等に係る減損損失４億５千６百万

円を計上したこともあって８億４千４百万円の損失（同４億５千万円の損失）となりました。

　②事業別の状況

〔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に地道に取り組むとともに盛夏号を発刊す

るなどして売上高の確保を図る一方、旧シーズン商品在庫の削減を積極的に進めてまいりました。

　ミセスを対象とする「ブランカフェ」カタログにおきましては、「イマージュ」カタログとの連携を強化すべく

人的組織の見直しを実施するとともに、既存顧客に対するカタログ送付に係る販売促進経費効率の改善を図ってま

いりました。

　化粧品「ライスフォース」では、新規顧客獲得のために引き続きＴＶショッピングの放映を積極的に実施すると

ともに、継続購入顧客数拡大のための新たなサービス施策を導入するなどして売上高の増加を図ってまいりました。

また、品揃え拡大の一環として平成18年５月に新商品「リキッドファンデーション」の販売を開始いたしました。 

　インターネット販売においては、「バーチャル着せ替えシステム」などのユニークなシステムの導入によりサイ

トの独自性を打ち出しつつ、お客様がより商品選択をし易い環境の整備を進める一方、カタログ掲載以外のネット

独自商品の取扱拡大に向けた取り組みを行ってまいりました。

　当中間連結会計期間においては、化粧品「ライスフォース」が前年同期に比して50％近い増収となるなど比較的

順調に伸長したものの、「イマージュ」カタログ及びミセス対象の「ブランカフェ」カタログが前年同期を若干下

回る売上実績にとどまったことで、通信販売事業の売上高は93億８千８百万円（前年同期比3.9％増）となりました。

損益面におきましては、「イマージュ」及び「ブランカフェ」カタログの売上高が計画を下回ったことで採算が悪

化したこと、また、連結子会社の㈱イマージュ・ネットの業績が低調であったため、１億１百万円の営業損失（前

年同期は２億６千３百万円の利益）となりました。

〔店舗販売事業〕

　下着専門店の「イマージュショップ」につきましては、大宮ルミネ店をモデル店舗として、店舗オペレーション

に係る様々なテストを実施しながら再拡大展開に向けた模索を行ってまいりましたが、売上高は前年同期を大きく

下回る水準にとどまり苦戦を強いられる結果となりました。

　子会社の㈱トランスコンチネンツにつきましては、各店舗の販売力強化に取り組んだことで売上高は前年同期を

20％程度上回る水準となったものの、値下げ販売等の影響もあって売上総利益率が計画を大きく下回ったことから、

採算の改善は小幅にとどまりました。

これらの結果、店舗販売事業の売上高は13億６千６百万円（前年同期比7.5％増）、営業損失は４億３千６百万円

（前年同期は５億３千７百万円の損失）となりました。
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〔不動産賃貸事業〕

　当社保有の物流施設や遊休土地等を外部企業に賃貸する不動産賃貸事業については、平成18年３月に賃貸用住宅

（土地及び建物）を売却したこともあり、売上高は１億１千８百万円（前年同期比11.5％減）、営業利益は８千１

百万円（同8.6％増）となりました。

〔その他の事業〕

　子会社の㈱アイ・フュージョン・インターナショナルにおけるインナー商材の卸売事業や㈱リジェールにおける

化粧品販売等を合わせた「その他の事業」の売上高は９千３百万円（前年同期比44.5％増）、営業損益は８百万円

の損失（前年同期は１千４百万円の損失）となりました。

　当中間連結会計期間から、事業の種類別セグメントを変更しております。なお、前年同期比較にあたっては、前

中間連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

　③通期の見通し

　　　今後の見通しといたしましては、景気は引き続き堅調な状況が続くものと思われますが、個人消費につきまして

は、税金や年金保険料負担の増加もあって大きな盛り上がりは期待しづらく、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、引き続き、業績回復に向けた道筋を確かなものにするため、経費効率を重視し

ながらも売上高を確保すべく積極的な事業運営を推進してまいります。 

　　　通期の業績につきましては、「通信販売事業」におきましては、化粧品「ライスフォース」は下期においても比

較的堅調な展開が予想されるものの、「イマージュ」及び「ブランカフェ」カタログについては、秋冬シーズンの

立ち上がり状況に大きな改善が見られず、売上高は前年実績を若干下回る水準にとどまる見通しであること、また、

「店舗販売事業」におきましても、当社が展開する下着専門店「イマージュショップ」の営業を８月末をもって休

止したことによる減収や、㈱トランスコンチネンツが展開する店舗につきましても大幅な増収は見込みづらいこと

などから、通期の連結売上高はほぼ前連結会計年度並みの235億円を見込んでおります。

　　　損益面につきましては、全体としては下期における採算性の改善を見込んでおりますが、「イマージュ」及び「ブ

ランカフェ」カタログの回復が鈍いこと、また、㈱トランスコンチネンツについては採算性改善の実現が次期以降

にずれ込む見通しであることなどから、経常損益は５億２千万円の損失、当期純損益は９億３千万円の損失を見込

んでおります。
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（２）財政状態

　当中間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て９億３千５百万円減少して176億６千８百万円

となりました。流動資産においては、前払費用が２億２千８百万円増加する一方で受取手形及び売掛金が２億９千万

円減少いたしました。固定資産においては、減損損失もあって建物及び構築物が３億７千６百万円、売却によって土

地が１億８千２百万円それぞれ減少いたしました。

　負債につきましては、流動負債において支払手形及び買掛金が２億１千８百万円、短期借入金が３億５千万円それ

ぞれ減少する一方、当中間連結会計期間より新たに計上したポイント引当金が９千８百万円増加いたしました。固定

負債においては、長期借入金が４千万円減少し、その他固定負債が２億４百万円増加いたしました。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて８億７千万円減少して92億４千２百万となりました。主な要因は、中間

純損失を計上したことによるものであります。この結果、自己資本比率は52.3％となりました。

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　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、前連結会計年度末に比べ４千３

百万円減少し、３億４千万円となりました。

（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、３億９千６百万円（前年同期比4.6％減）となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純損益が６億６千万円の損失となったことに加え、前払費用が２億２千７百円増加

した一方、未払金が３億１千５百万円増加、また、売上債権が２億９千万円減少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）

　投資活動の結果獲得した資金は、８億１千３百万円（前年同期は４億３千１百万円の使用）となりました。

　これは主に、有形固定資産の売却による収入２億５千１百万円及び投資有価証券の売却による収入３億８千４百万

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）

　財務活動の結果使用した資金は、４億６千万円（前年同期は２億６千３百万円の獲得）となりました。

　これは、短期借入金の純減少額３億５千万円及び配当金の支払額７千万円を反映したものであります。

　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。

平成17年８月中間期 平成18年２月期 平成18年８月中間期

自己資本比率 49.2％ 54.4％ 52.3％

時価ベースの自己資本比率 52.7％ 42.5％ 34.8％

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。

自己資本比率　　　　　　　　　　　　　自己資本÷総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　　　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

中間期末における債務償還年数　　　　　有利子負債÷（営業キャッシュ・フロー×２）

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、中間期末（期末）株価終値×自己株式控除後の中間期末（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。

５．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載し

ておりません。
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（３）事業等のリスク

①個人情報保護

　　当社グループは、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態が影響を受ける可能性があります。

②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

わたって自社保有のコンピュータシステムによって処理を行っております。当該コンピュータシステムにおいて

ウィ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、多大な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態が影響を受ける可能性があります。

③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の80％以上が中国において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

状態が影響を受ける可能性があります。

④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態が影響を受ける可能性があります。

⑤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、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

　　　　以上に記載している将来に関する事項は、中間決算短信提出日（平成18年10月13日）現在において当社グループ

が判断したものです。

 

－ 8 －



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   262,222   340,373   383,762  

２．受取手形及び売掛
金

  2,129,232   2,565,440   2,856,381  

３．たな卸資産   3,850,106   3,339,680   3,162,207  

４．前払費用   1,092,194   1,176,371   947,394  

５．その他   762,775   831,112   871,917  

貸倒引当金   △222,434   △250,460   △248,023  

流動資産合計   7,874,097 42.7  8,002,518 45.3  7,973,639 42.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 2,455,844   2,133,730   2,510,123   

(2）土地 ※２ 5,940,143   5,757,745   5,940,143   

(3）その他  156,896 8,552,884 46.3 122,221 8,013,697 45.4 156,261 8,606,527 46.2

２．無形固定資産           

(1）連結調整勘定  254,555   18,078   24,105   

(2）その他  302,857 557,412 3.0 195,669 213,748 1.2 330,385 354,490 1.9

３．投資その他の資産           

(1）投資その他の資
産

 1,489,921   1,455,596   1,687,248   

貸倒引当金  △18,257 1,471,664 8.0 △17,295 1,438,301 8.1 △17,883 1,669,365 9.0

固定資産合計   10,581,961 57.3  9,665,747 54.7  10,630,384 57.1

資産合計   18,456,058 100.0  17,668,265 100.0  18,604,023 100.0
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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

  2,653,967   2,550,346   2,769,284  

２．短期借入金 ※２  4,520,000   2,600,000   2,950,000  

３．１年内返済予定長
期借入金

  －   80,000   80,000  

４．未払金   1,439,140   1,667,315   1,350,140  

５．未払法人税等   20,941   123,197   62,528  

６．返品調整引当金   96,175   118,833   133,638  

７．ポイント引当金   －   98,915   －  

８．その他   153,077   175,625   320,138  

流動負債合計   8,883,301 48.1  7,414,232 42.0  7,665,729 41.2

Ⅱ　固定負債           

　１．長期借入金   －   280,000   320,000  

２．退職給付引当金   143,155   158,534   137,815  

３．役員退職慰労引当
金

  200,550   209,530   208,310  

４．その他   148,934   363,791   159,251  

固定負債合計   492,640 2.7  1,011,855 5.7  825,377 4.4

負債合計   9,375,941 50.8  8,426,088 47.7  8,491,106 45.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,399,220 18.4  － －  4,299,220 23.1

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

Ⅲ　利益剰余金   2,479,093 13.5  － －  1,707,450 9.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  4,205 0.0  － －  8,648 0.0

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

資本合計   9,080,117 49.2  － －  10,112,916 54.4

負債及び資本合計   18,456,058 100.0  － －  18,604,023 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  4,299,220 24.3  － －

２．資本剰余金   － －  4,263,390 24.1  － －

３．利益剰余金   － －  792,060 4.5  － －

４．自己株式   － －  △165,792 △0.9  － －

株主資本合計   － －  9,188,878 52.0  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  51,439 0.3  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  51,439 0.3  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  1,860 0.0  － －

純資産合計   － －  9,242,177 52.3  － －

負債純資産合計   － －  17,668,265 100.0  － －
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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   10,508,975 100.0  10,966,084 100.0  23,319,121 100.0

Ⅱ　売上原価   4,426,865 42.1  4,644,197 42.3  9,930,253 42.6

返品調整引当金調
整前売上総利益

  6,082,109 57.9  6,321,887 57.7  13,388,867 57.4

返品調整引当金戻
入額

 110,842   133,638   110,842   

返品調整引当金繰
入額

 96,175 14,667 0.1 118,833 14,805 0.1 133,638 △22,796 △0.1

売上総利益   6,096,776 58.0  6,336,692 57.8  13,366,071 57.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

          

１．販売促進費  2,442,607   2,773,860   5,663,251   

２．荷造運賃  532,736   507,038   1,051,693   

３．貸倒引当金繰入額  102,866   98,089   220,669   

４．給与及び賞与  970,181   1,139,260   2,076,439   

５．退職給付費用  24,885   29,186   27,233   

６．役員退職慰労引当金
繰入額

 8,250   3,600   16,010   

７．減価償却費  118,351   71,723   242,931   

８．その他  2,314,991 6,514,870 62.0 2,345,081 6,967,841 63.5 4,846,654 14,144,883 60.6

営業損失   418,093 △4.0  631,149 △5.7  778,812 △3.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  598   264   988   

２．受取配当金  4,186   7,503   4,887   

３．仕入割引  25,149   20,669   48,738   

４．為替差益  33,750   7,907   53,222   

５．有価証券売却益  －   143,128   20,841   

６．その他  4,818 68,503 0.7 8,766 188,238 1.7 32,622 161,300 0.7

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  24,623   19,299   52,955   

２．新株発行費  －   －   12,513   

３．その他  2,991 27,614 0.3 56 19,355 0.2 22,471 87,941 0.4

経常損失   377,205 △3.6  462,266 △4.2  705,452 △3.0
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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
（％）

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益  ※１ －   8,215   －   

２．営業権売却益  ※２ －   252,242 260,458 2.4 －   

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損  ※３ －   335   540   

２．固定資産除却損  1,161   1,824   17,664   

３．解約違約金  5,487   －   5,487   

４．連結調整勘定一括償
却額

 －   －   199,488   

５．店舗閉鎖損  ※４ 52,183   －   90,812   

６．減損損失  ※５ － 58,831 0.6 456,044 458,204 4.2 － 313,993 1.4

税金等調整前中間
（当期）純損失

  436,037 △4.2  660,012 △6.0  1,019,446 △4.4

法人税、住民税及
び事業税

 12,361   109,177   39,251   

法人税等調整額  2,178 14,540 0.1 75,396 184,573 1.7 107,718 146,970 0.6

中間（当期）純損
失

  450,577 △4.3  844,585 △7.7  1,166,416 △5.0
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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   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

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  3,363,390  4,263,390

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,985,475  2,985,475

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．中間（当期）純損失  450,577  1,166,416  

２．配当金  55,804 506,381 111,608 1,278,025

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  2,479,093  1,707,450
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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（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
（千円）

資本剰余金
（千円）

利益剰余金
（千円）

自己株式
（千円）

株主資本合計
（千円）

平成18年２月28日　残高 4,299,220 4,263,390 1,707,450 △165,792 10,104,268

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － △70,804 － △70,804

中間純利益 － － △844,585 － △844,585

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）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － － △915,390 － △915,390

平成18年８月31日　残高 4,299,220 4,236,390 792,060 △165,792 9,188,878

評価・換算差額等

新株予約権
 （千円）

純資産合計
 （千円）

その他有価
証券評価差
額金
 （千円）

評価・換算
差額等合計
 （千円）

平成18年２月28日　残高 8,648 8,648 － 10,112,916

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － △70,804

中間純利益 － － － △844,585

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）
42,790 42,790 1,860 44,650

中間連結会計期間中の変動額合計 42,790 42,790 1,860 △870,739

平成18年８月31日　残高 51,439 51,439 1,860 9,242,177

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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
損失

 △436,037 △660,012 △1,019,446

減価償却費  118,351 95,102 242,931

減損損失  － 456,044 －

連結調整勘定償却額  30,962 6,026 261,412

返品調整引当金の増減（△）
額

 △14,667 △14,805 22,796

ポイント引当金の増減（△）
額

 － 98,915 －

貸倒引当金の増減（△）額  △17,851 1,848 57,979

退職給付引当金の増減（△）
額

 7,899 20,718 2,559

役員退職慰労引当金の増減
（△）額

 3,870 1,220 11,630

受取利息及び受取配当金  △4,784 △7,767 △5,876

支払利息  24,623 19,299 52,955

為替差損益（△）  611 △607 1,596

新株発行費  － － 12,513

有価証券売却益  － △143,128 △20,841

有形固定資産売却益  － △8,215 －

有形固定資産売却損  － 335 540

有形固定資産除却損  22,233 1,672 68,327

無形固定資産除却損  － － 3,369

営業権譲渡益  － △252,242 －

売上債権の増（△）減額  227,949 290,941 △499,200

たな卸資産の増（△）減額  △530,184 △177,473 157,715

前渡金の増（△）減額  5,645 11,779 △42,740

前払費用の増（△）減額  △19,971 △227,173 123,139

仕入債務の増減（△）額  89,626 △148,299 253,045

未払金の増減（△）額  96,773 315,177 △43,192

未払消費税等の増減（△）額  △53,130 △58,264 8,285

その他  101,411 34,202 244,956

小計  △346,668 △344,708 △105,542

利息及び配当金の受取額  4,784 7,767 5,876

利息の支払額  △24,595 △21,076 △51,395

法人税等の支払額  △12,954 △38,867 △13,500

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △379,433 △396,884 △164,561
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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

    

有形固定資産の取得による支
出

 △126,683 △63,001 △298,254

有形固定資産の売却による収
入

 158 251,585 28,753

投資有価証券の取得による支
出

 △9,138 △1,203 △471,516

投資有価証券の売却による収
入

 － 384,800 47,729

非連結子会社株式の取得によ
る支出

 － △4,700 －

敷金支払による支出  △95,776 △1,629 △124,469

差入保証金支払による支出  △6,567 △3,900 △20,360

差入保証金回収による収入  3,020 4,827 23,077

貸付けによる支出  △2,750 － △2,968

貸付金の回収による収入  1,325 208 2,898

営業権譲渡による収入  － 252,242 －

営業譲受による支出  △124,000 － △124,000

その他  △70,849 △5,651 △147,714

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △431,260 813,577 △1,086,826

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  320,000 △350,000 △1,250,000

長期借入による収入  － － 400,000

長期借入金の返済による支出  － △40,000 －

株式の発行による収入  － － 1,787,486

配当金の支払額  △56,434 △70,689 △112,353

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 263,565 △460,689 825,132

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 △611 607 55

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減（△）
額

 △547,739 △43,388 △426,199

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  809,962 383,762 809,962

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 262,222 340,373 383,762
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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　５社

　連結子会社名

㈱ミンクス

㈱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、当中間連結会計期間中に設

立した㈱アイムを新たに連結の範囲

に含めております。 

(1）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 

(1）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）非連結子会社の名称等　　

　　非連結子会社

　　㈱エリムズ

（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、

総資産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）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。

──────

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関連会

社（常州希夢時装有限公司）は、

中間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。

(2）持分法を適用していない非連結

子会社（㈱エリムズ）及び関連会

社（常州希夢時装有限公司）は、

それぞれ中間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。

(2）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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 　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。

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

　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

 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）

(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）

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

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

(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

(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 貯蔵品…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）

(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

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 10～38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

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

(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

(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。

(ハ)重要な引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(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

　中間連結会計期間末日後の返

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

(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。

（3）　　──────

 

（3）ポイント引当金 

　顧客に付与されたポイントの

使用による値引発生に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

いて将来使用されると見込まれ

る額を計上しております。

（追加情報）

　従来、ポイント使用に伴う値

引は使用時に売上値引として売

上高から控除する方法によって

おりましたが、ポイント残高の

重要性が増したため、当中間連

結会計期間より上記の方法によ

りポイント引当金を計上するこ

とといたしました。

　この結果、従来の方法によっ

た場合と比べ、当中間連結会計

期間の売上高及び売上総利益が

98,915千円減少し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前中間

純損失が同額増加しております。

（3）　　──────
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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）

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

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。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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。

(5）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、内規による中間連結

会計期間末要支給額を計上して

おります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）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。

(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。

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ)重要なリース取引の処理方法

同左

(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。

(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、特例処理の条件を満た

している金利スワップについて

は特例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

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約等取引

(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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：外貨建金銭債務  ヘッジ対象：外貨建金銭

債務

　　ヘッジ対象：同左

  ｂ．ヘッジ手段：金利スワッ

プ

ｂ．ヘッジ手段：同左

  　ヘッジ対象：借入金 　　ヘッジ対象：同左 

(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。 

(3）ヘッジ方針

同左

(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。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

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）

(ヘ)その他中間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。

(ヘ)その他中間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

(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、

下半期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

(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。

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 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） ──────

 　当中間連結会計期間より、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）を適用しております。

 

 　これにより営業損失及び経常損失が

46,383千円減少し、税金等調整前中間

純損失が409,660千円増加しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます

 

────── 

 

（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」（企業会計基準委員会　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

会計基準委員会　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9,240,317千円であり

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。

 

 

────── （ストック・オプション等に関する会

計基準）

──────

 　当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号　平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号　平成18年５

月31日）を適用しております。

　これにより営業損失、経常損失及び

税金等調整前中間純損失は、それぞれ

1,860千円増加しております。
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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） ────── （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日に公布され、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

中間連結会計期間から「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8,706千円増加し、営業損失及

び経常損失並びに税金等調整前中間純

損失が同額増加しております。

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（不動産賃貸事業に係る売上原価）

　不動産賃貸事業に係る減価償却費等

の費用については、前連結会計年度ま

で販売費及び一般管理費として処理し

ておりましたが、当中間連結会計期間

より売上原価に計上することといたし

ました。この結果、当中間連結会計期

間の売上総利益並びに販売費及び一般

管理費が40,272千円減少しております。

「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日に公布され、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。

──────
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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）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 4,243,375千円   4,363,800千円   4,334,617千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

(1）担保資産 (1）担保資産 (1）担保資産

建物及び構築物 1,628,378千円

土地 4,218,065千円

計 5,846,443千円

建物及び構築物 1,522,170千円

土地  4,218,065千円

計  5,740,236千円

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 (2）上記に対応する債務

短期借入金 4,050,000千円 短期借入金  2,100,000千円 短期借入金  2,550,000千円

（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　　　　　────── ※１　固定資産売却益の内訳 ※１　　　　　──────  

　建物及び構築物       8,174千円

　工具器具備品       41千円

　　計       8,215千円

※２　　　　　──────　 ※２　営業権売却益の内容 ※２　　　　　──────　  

 保険代理店事業に関する営業権を㈱ア

ドバンスクリエイトに譲渡したことによ

るものであります。

 

※３　　　　　────── ※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産売却損の内訳  

　土地 335千円 　建物及び構築物　       540千円

※４　店舗閉鎖損の内訳 ※４　　　　　────── ※４　店舗閉鎖損の内訳  

　固定資産除却損 21,071千円

　解約違約金 16,719千円

　その他 14,391千円

計 52,183千円

  　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

※５　　　　　────── ※５　減損損失 

　　　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所  用途  種類  減損損失

兵庫県神

戸市他

28ヶ所

小売店舗 
建物及び

構築物等

千円 

456,044

　　　資産のグルーピングについては、原則

として事業の種類別セグメント区分に基

づいておりますが、店舗販売事業につい

ては、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位としての店舗を基本単位とし、不

動産賃貸事業については、個別の物件毎

にグルーピングしております。

　　　上記の資産グループについては、営業

損益が悪化し将来キャッシュ・フローが

見込めない状態であるため、帳簿価額を

回収可能価額（使用価値）まで減額する

こととし、その全額を減損損失として計

上しました。

　　　その内訳は、有形固定資産「建物及び

構築物」（建物付属設備）226,835千円、

有形固定資産「その他」（工具器具備

品）34,895千円、無形固定資産139,883千

円、その他54,430千円であります。

※５　　　　　──────
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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（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（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 14,520,000 － － 14,520,000

合計 14,520,000 － － 14,520,000

自己株式

普通株式 359,168 － － 359,168

合計 359,168 － － 359,168

　２．新株予約権及び自己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（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

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
  ────   1,860

連結子会社 － － － － － － －

合計 －  － － － 1,860

　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 70,804 5.00 平成18年２月28日 平成18年５月31日

　（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月13日

取締役会
普通株式 70,804  利益剰余金 5.00 平成18年８月31日 平成18年11月14日

（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）

現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残

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

現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残

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

現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と

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８月31日現在） （平成18年８月31日現在） （平成18年２月28日現在）

現金及び預金勘定 262,222千円

現金及び現金同等物 262,222千円

現金及び預金勘定    340,373千円

現金及び現金同等物    340,373千円

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
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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）

　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

　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

　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）

有形固定
資産「そ
の他」
（工具、
器具及び
備品）

434,878 212,281 222,596

無形固定
資産「そ
の他」
（ソフト
ウェア）

996,641 410,859 585,782

合計 1,431,519 623,141 808,378

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期
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）

436,037 204,055 44,201 187,780

無形固定
資産「そ
の他」
（ソフト
ウェア）

962,275 540,815 － 421,459

合計 1,398,312 744,870 44,201 609,240

 
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、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

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 （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。

２．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

一年内 280,262千円

一年超 528,116千円

合計 808,378千円

一年内       281,407千円

一年超        365,404千円

合計        646,811千円

リース資産減損

勘定の残高
       37,571千円

一年内        261,751千円

一年超        417,759千円

合計        679,510千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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 （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。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料及び減価償却費相当額

(1）支払リース料 142,856千円

(2）減価償却費相当額 142,856千円

(1）支払リース料   144,858千円

(2）リース資産減損勘定

の取崩額
    6,630千円

(3）減価償却費相当額  138,228千円

(4）減損損失     44,201千円

(1）支払リース料     284,571千円

(2）減価償却費相当額      284,571千円

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
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②　有価証券

（前中間連結会計期間末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日）

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 130,352 139,500 9,147

(2）その他 10,951 8,841 △2,110

合計 141,303 148,341 7,037

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

 
前中間連結会計期間末（平成17年８月31日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 150,600

（当中間連結会計期間末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日）

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 334,325 420,401 86,076

(2）その他 － － －

合計 334,325 420,401 86,076

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

 
当中間連結会計期間末（平成18年８月31日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 152,600
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（前連結会計年度末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度末（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）

(1）株式 574,793 589,265 14,471

(2）その他 － － －

合計 574,793 589,265 14,471

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

 
前連結会計年度末（平成18年２月28日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 152,600

③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間末）

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　　通貨関連

区分 種類

前中間連結会計期間末（平成17年８月31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）

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 428,400 306,000   

 (36,235)  16,368 19,867

　買建     

　　米ドルコール 428,400 306,000   

 (26,984)  23,982 △3,001

合計 856,800 612,000 7,614 16,865

(9,251)    

　（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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（当中間連結会計期間末）

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　　通貨関連

区分 種類

当中間連結会計期間末（平成18年８月31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）

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 306,000 183,600   

 (29,970)  4,238 25,731

　買建     

　　米ドルコール 306,000 183,600   

 (18,395)  30,138 11,742

合計 612,000 367,200 25,899 37,473

(11,574)    

　（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。

（前連結会計年度末）

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　　通貨関連

区分 種類

前連結会計年度末（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）

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 367,200 244,800   

 (33,507)  8,274 25,233

　買建     

　　米ドルコール 367,200 244,800   

 (22,617)  32,021 9,403

合計 734,400 489,600 23,746 34,636

(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　ストック・オプション等

　　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）

　　１．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　　販売費及び一般管理費　　1,860千円

　　２．ストック・オプションの内容

　　　　当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 平成18年ストックオプション

付与対象者の区分及び人数
当社の従業員14名、子会社の取締役１名及び従

業員４名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式31,000株

付与日 平成18年６月23日

権利確定条件

権利確定条件は付しておりません。但し、付与

対象者が、役員就業規則に違反して取締役を辞

任した場合、就業規則に定める懲戒の事由に該

当し、退職もしくは解雇された場合は、新株予

約権は直ちに失効する。

対象勤務期間 なし

権利行使期間
２年間（平成20年５月31日から平成22年５月30

日まで）

権利行使価格 569円

公正な評価単価（平成18年６月23日） 60円 

（注）ストック・オプションの付与数については、株式数に換算して記載しております。
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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）

 
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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 9,039,472 1,271,133 198,369 10,508,975 － 10,508,975

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 19,292 5,161 24,453 (24,453) －

計 9,039,472 1,290,426 203,530 10,533,429 (24,453) 10,508,975

営業費用 8,776,469 1,828,319 143,643 10,748,432 178,636 10,927,069

営業利益又は営業損失（△） 263,002 △537,893 59,887 △215,003 (203,090) △418,093

　（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199,296千円であり、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。

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）

 
通信販売事業

（千円）

店舗販売事業

（千円） 

不動産賃貸

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）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 9,388,260 1,366,002 118,088 93,732 10,966,084 － 10,966,084

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － 3,234 6,861 10,095 (10,095) －

計 9,388,260 1,366,002 121,322 100,593 10,976,179 (10,095) 10,966,084

営業費用 9,490,066 1,802,392 40,272 109,388 11,442,120 155,113 11,597,233

営業利益又は営業損失（△） △101,806 △436,389 81,050 △8,794 △465,940 (165,209) △631,149

　（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）不動産賃貸事業…不動産の賃貸事業

(4）その他の事業…インナー商材卸売事業、化粧品卸売事業

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182,315千円であり、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。
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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）

 
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）

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

　（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。

（事業区分の方法の変更） 

　　事業区分の方法については、従来、販売形態の類似性等の観点から３区分で表示しておりましたが、当中間連結会計

期間より不動産賃貸事業の重要性を考慮し、「その他の事業」に含まれていた「不動産賃貸事業」の区分を新たに設け、

「通信販売事業」「店舗販売事業」「不動産賃貸事業」「その他の事業」の４区分に変更いたしました。

　　なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事業区分の

方法により区分すると次のようになります。

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）

 
通信販売事業

（千円）

店舗販売事業

（千円） 

不動産賃貸

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）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 9,039,472 1,271,133 133,497 64,871 10,508,975 － 10,508,975

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 19,292 4,240 1,093 24,626 (24,626) －

計 9,039,472 1,290,426 137,738 65,964 10,533,602 (24,626) 10,508,975

営業費用 8,776,469 1,828,319 63,079 80,736 10,748,605 178,464 10,927,069

営業利益又は営業損失（△） 263,002 △537,893 74,658 △14,771 △215,003 (203,090) △418,093
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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）

 
通信販売事業

（千円）

店舗販売事業

（千円） 

不動産賃貸

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）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 20,091,868 2,844,474 259,721 123,057 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 10,017 6,409 60,907 (60,907) －

計 20,091,868 2,888,954 269,738 129,466 23,350,028 (60,907) 23,319,121

営業費用 19,530,321 3,945,520 108,978 175,569 23,760,389 337,544 24,097,933

営業利益又は営業損失（△） 561,547 △1,056,565 160,760 △46,102 △380,360 (398,451) △778,812

 

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、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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（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 813円57銭

１株当たり中間純損
失金額

40円37銭

１株当たり純資産額    652円53銭

１株当たり中間純損
失金額

  59円64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株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、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株当たり中間（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)

中間（当期）純損失（千円） 450,577 844,585 1,166,416

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）純損失

（千円）
450,577 844,585 1,166,416

期中平均株式数（株） 11,160,832 14,160,832 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３種類（新

株予約権の数2,580個)

新株予約権４種類（新

株予約権の数3,920個)

新株予約権３種類（新

株予約権の数2,580個)
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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

　当中間連結会計期間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、次のとおりであります。

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 9,388,260 3.9

店舗販売事業 1,366,002 7.5

不動産賃貸事業 118,088 △11.5

その他の事業 93,732 44.5

合計 10,966,084 4.3

　（注）１．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては、前中間連結

会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

　　　　２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　３．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

　当中間連結会計期間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、次のとおりであります。

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 4,095,243 △6.7

店舗販売事業 649,294 24.7

不動産賃貸事業 － －

その他の事業 69,048 △21.9

合計 4,813,586 △3.7

　（注）１．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては、前中間連結

会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。　

　　　　２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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