
 

 

平成 18 年 11 月 28 日 

各    位 

会 社 名 マ ガ シ ー ク 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 井上 直也 

（コード番号 3060  東証マザーズ） 

問合せ先 取締役副社長兼管理本部長 

                 今田 弘仁 

TEL（03）5212－5296 

 
 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 

 

 当社は、本日、平成 18 年 11 月 28 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後と

も、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

以 上 
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平成１9年３月期         中間決算短信（非連結） 平成18年11月28日 

上 場 会 社 名        マガシーク株式会社                                          上場取引所    東証マザーズ 

コ ー ド 番 号        3060                                                本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.magaseek.co.jp/ ） 

代  表  者  役職名 代表取締役社長        氏名 井上 直也 

問合せ先責任者  役職名 取締役副社長兼管理本部長   氏名 今田 弘仁                         ＴＥＬ（03）5212－5296     

決算取締役会開催日  平成18年11月６日                                     配当支払開始予定日  平成－年－月－日        

単元株制度採用の有無 無 

親会社等の名称 伊藤忠商事株式会社（コード番号：8001）                          親会社等における当社の議決権所有比率84.8％ 

 

１． 18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）  
(1) 経営成績                                                                                                   （百万円未満切り捨て） 

 売 上 高 営業利益      経常利益      

    百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年９月中間期 2,283 ― 126 ― 121 ― 

17年９月中間期 ― ― ― ― ― ― 

18年３月期 3,397 ― 265 ― 269 ― 

 

 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９月中間期 68 ― 3,645 93 ― ― 

17年９月中間期 ― ― ― ― ― ― 

18年３月期 162 ― 90,823 90 ― ― 

（注）①持分法投資損益18年９月中間期  － 百万円 18年３月期     － 百万円 
      ②期中平均株式数18年９月中間期    18,690株 18年３月期        1,767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を示しております。 
    ⑤中間期業績の開示は、当中間期より実施しておりますので、対前年同中間期増減率は記載しておりません。 

⑥当社は平成18年６月14日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度の 
１株当たり当期純利益は、9,082円39銭であります。 

⑦潜在株式調整後１株当たり中間（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、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。  
 
(2) 財政状態                                                                                                   （百万円未満切り捨て） 

 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９月中間期 1,546 774 50.1 41,415 05

17年９月中間期 ― ― ― ― ―

18年３月期 1,518 707 46.6 377,691 16

（注）①期末発行済株式数  18年９月中間期  18,690株 18年３月期  1,869株 
②期末自己株式数    18年９月中間期   －  株 18年３月期   － 株 

③当社は平成18年６月14日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度の 
１株当たり純資産額は、37,769円12銭であります。 

 
(3) キャッシュ･フローの状況                                                                                    （百万円未満切り捨て） 

 
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９月中間期 98 △28 △200 417

17年９月中間期 ― ― ― ―
18年３月期 135 △268 437 546  

 
２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 5,800 370 215 

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  10,395円29銭 

※（注）１．公募株式数2,000株を含めた予定期末発行済株式数20,690株により算出しております。 

２．上記業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想

数値と異なる場合がございます。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料の６ページをご参照ください。 
 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

  中間期末 期末 年間 

18年３月期 ― ― ― 

19年３月期（実績） ― ― ― 

19年３月期（予想） ― ― ―  
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1. 企業集団の状況 

当社の企業集団は当社及び親会社である伊藤忠商事(株)から構成され、主にインターネットを活用した一般消費者

向けファッションＥコマースサービスを提供しております。 

① マガシーク事業 

当事業は、ファッション雑誌に掲載された商品をインターネットで買えるＥコマースサイト「magaseek.com」

を運営いたしております。 

② アウトレットピーク事業 

当事業は、インターネット上で人気ブランドの売れ残り商品の値引き販売を行うＥコマースサイト

「outletpeak.com」を運営いたしております。 

③ その他の事業 

当社主力事業である｢マガシーク事業｣及び｢アウトレットピーク事業｣にて培った物流管理業務を基盤として、

他のＥコマース運営会社より物流管理受託業務等を展開しております。 

 

企業集団についての事業系統図は、以下のとおりであります。 

 

［事業系統図］ 

 

 

出版社 

商品仕入 

商品販売 

その他事業 

（物流管理受託業務等）

システム業務委託

保守・管理委託 

物流管理業務

受託 

当社 マガシーク㈱

伊藤忠 

エレクトロニクス㈱ 

 

Eコマースサイト 

運営会社 

ユーザー 
（一般消費者）

雑誌コンテンツ

入手 

雑誌掲載

広告出稿

アパレルメーカー 

雑誌購読 

広告出稿

撮影用商品貸出（貸出し伝票）

撮影用商品返却（貸出し伝票）

貸出し伝票 

入手 

マガシーク事業 

 

 

 

アウトレットピーク事業 

 

 

(注) アウトレットピークサイトは、基本的に雑誌掲載商品はなく、雑誌掲載商品の調達は行っておりません。 
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2. 経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

 当社は「ファッション雑誌に掲載された商品が買えるサービスを実現すること」を原点に、個人向けにファッショ

ンアパレル商品のＥコマース事業を行っております。ファッション市場自体の歴史は長いものの、そのうちのファッ

ションＥコマース分野の歴史はまだ数年であり、他のあらゆる業界で起きつつあるインターネット経由取引比率が今

後同市場で急増すると考えております。当社は、この急拡大し始めたファッションＥコマース分野において、今後は、

さらなる各種雑誌との提携により幅広い年齢層やファッション嗜好に対応していくことで事業を拡大し、新たな流通

業態の創造を目指してまいります。また、「ファッションをネットで買うならマガシーク」という個人顧客の認知度

を更に高め、業界NO.1の地位を確固たるものにしていく所存です。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

 当社はまだ会社設立から3年あまりしか経過しておらず、また急速に拡大するファッションＥコマース市場におけ

る継続的な事業の成長を目指していることから、事業活動から得られる収益に関しては、原則内部留保による事業へ

の再投資を基本としており、配当は実施しておりません。しかし一方で、株主利益の 大化を重要な経営目標の一つ

としており、今後につきましては、業績の推移・財務状況等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら

配当による株主への利益還元を検討していく方針です。 

  

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 投資単位の引下げによる投資家層の拡大や流動性の向上は、当社の適正株価の形成に不可欠なだけでなく、株式市

場の活性化のための有効な施策の一つと認識しております。今後は、株式市場の動向や当社の株価水準を勘案しなが

ら、株式分割等の施策を検討してまいります。 

 

(4)目標とする経営指標 

 当社は急速に拡大するファッションＥコマース市場における確固たる地位を早期に確保することを目指しており

ます。この目標実現に重要と考える経営指標としては、売上高及び当期純利益を当面重視してまいります。 

 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

①コアビジネスの強化 

 当社が取り組みを行っている雑誌は、業務提携を行っている(株)小学館、(株)集英社、 (株)講談社、(株)主婦

の友社、(株)光文社及び(株)扶桑社の女性ファッション誌の一部にすぎません。今後も引き続き様々な消費セグ

メントに対して影響力の強い雑誌との提携を進め、(1)新規顧客の取り込み、(2)取扱商品の品揃えの強化、(3)サ

ービス向上によるリピート顧客の増加等により、収益の極大化を図っていく方針です。 

 

②新規ビジネスの展開 

 会員数が増大していくにつれて、「ファッションをネットで買うならマガシーク」という消費行動が一般化し、

当社の事業ドメインはファッションＥコマースの領域を超えてマーケティング分野・広告分野に拡大していくも

のと考えております。広告媒体としての事業展開を得意とする出版社との提携を軸に、インターネット上の新た

な収益モデルを開拓していく方針です。 

 

③マガシークブランドの確立 

 当社は「雑誌に掲載された商品が欲しい」という個人、「読者を惹き付ける誌面を作りたい」という出版社、

「商品販売チャネルを拡大したい」というファッションアパレルメーカー3者のニーズをインターネットで結びつ

けるビジネスモデルをベースとして、他社に先駆けて事業展開しております。当社のユニークな点は、(1)雑誌メ

ディアによる商品セレクトという“旬”のファッションセンスを商品に対する付加価値として活用している点、

(2)インターネット販売に徹することにより、ファッション業界特有の移り気な顧客嗜好に合わせた商品の品揃え

を常時顧客に提供できる点等にあります。「雑誌で見て買えるサービスマーク」としてのマガシークを顧客に浸

透させていくことにより、マガシークブランドの確立を図り、新たなビジネスにつなげていく方針です。 
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(6)会社の対処すべき課題 

ファッションＥコマース市場の拡大に伴い、今後同業他社との競争激化が予想されます。当社は現在の顧客からの

支持を更に拡大するために、常に新しい視点でのサービスを提供することにより、顧客満足度の向上及び他社との差

別化を実現していきます。その観点から、取り扱いブランド数と人気商品の量的確保、信頼度が高く使い勝手のよい

システムの増強を進めてまいります。また、出版社やアパレルメーカーとの関係を強化することで、雑誌掲

載のスタイリストや編集者がセレクトする商品や広告タイアップ商品の調達を充実させる体制を整えてまいります。

具体的には、①先行者メリットの極大化、②物流とシステム能力のアップ、③新規ビジネスへの取り組みの3点を主

な経営における課題と認識し、企業価値の増大を図ってまいります。 

 

①先行者メリットの極大化 

当社は前身の伊藤忠商事(株)内での事業開始当時から、従来型のカタログ通信販売やいわゆるオンラインショ

ッピングと異なり、ファッション業界に影響力が強い既存のファッション誌と提携した独自のビジネスモデルを

他社に先駆けて構築してまいりました。その利点として顧客が欲しい商品をダイレクトに注文しやすいことや、

ファッション誌を見ながら携帯電話で注文できる利便性等があげられます。その結果として当社の総会員数は急

速に伸びており、平成18年9月末現在45万6千人に達しております。一方、当社サイトに参加するアパレルブラン

ドも、当社サイト及び提携する雑誌掲載の宣伝効果による販売増に伴って順調に数を伸ばし、平成18年9月末現在

320以上のブランド数となっております。当社は、これらの先行者メリットに安住することなく、アウトレットピ

ークサイトの立ち上げ・マガシークカードの導入とポイント制度の新設・新しい代金決済方法の導入等を実施し

てきております。今後も引き続き、コアビジネスであるファッションＥコマース分野において、現在当社顧客の

中心層である20代女性（いわゆるＦ１層）以外の年齢層の女性をターゲットとした雑誌・ブランドの展開や、男

性誌との提携による男性ファッションブランドの取り扱いおよび男性顧客獲得へのアプローチ等を行ってまいり

ます。また必要に応じて他社との提携等を行うことも検討しております。 

 

②物流とシステム能力のアップ 

当社はこれまでも、総会員数と取扱商品の急増にあわせて、物流システムの効率化による商品配送能力とWeb販

売システムの能力アップを実施してきております。今後予想される売上増に対応しうる物流とシステム両面の継

続的な能力アップは事業継続上不可欠と認識しており、今後も随時増強していく予定です。 

 

③新規ビジネスへの取り組み 

コアビジネスの強化とともにそれに付随するビジネスへの取り組みも課題と考えております。当社の総会員数

が増加し当社サイトの認知度が高まるにつれて、当社サイトの媒体価値が増してきております。今後は、マガシ

ークブランド構築とのバランスをとりながら、出版社との提携を軸にマーケティング分野・広告分野における新

たな収益モデルを開拓していく予定です。 

 

(7)親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合 

(％) 

親会社が発行する株券が上場されている

証券取引所等 

伊藤忠商事㈱ 親会社 84.8 

株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 

証券会員制法人福岡証券取引所 

証券会員制法人札幌証券取引所 

 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 当社のスタートは、平成12年8月に伊藤忠商事(株)繊維カンパニー内のプロジェクト事業として現行サービスを

開始したことに起因しております。その後平成15年4月に当社が設立、事業が移管され、その後現在に至るまで、

同社のファッションアパレル部が主管する連結対象子会社であります。現在は、同社の唯一のファッションＥコ

マース会社として位置づけられています。同社は通常の株主としての権利のみ有しており、当社の経営上の意思
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決定権限はありません。 

 親会社との人的関係については、平成18年9月30日現在において当社取締役(非常勤)1名及び監査役(非常勤)1名

が当社親会社の従業員を兼ねております。また、親会社からの出向社員は、平成18年9月30日現在において出向契

約は解除され出向者はおりません。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

 当社との間における重要な取引等はありません。 

 

3. 経営成績及び財政状態 

(1）経営成績 

当中間会計期間における国内インターネット関連業界では、引き続きインターネットの普及が進んでおります。

「平成18年版情報通信白書」(総務省)によれば、平成17年末におけるインターネット利用人口はおよそ8,529万人

（前年比581万人増）と推定され、モバイルインターネット利用者も6,923万人（前年比1,098万人増）と着実な普

及傾向を示し続けております。これらのインターネット利用者数の増加とともに、当社の属するEC市場につきまし

ても、今後更なる拡大が見込まれます。 

このような環境の中、当社は主に20代から30代の女性向けファッションＥコマース事業を展開し、人気女性誌と

の提携強化や人気ブランドの誘致、コラボレーションや限定アイテム等の自社編集企画による顧客満足度の向上に

努めてまいりました。特に人気女性誌との取組み強化として、各出版社と雑誌別専用ショッピングサイトの構築を

進めてきました。(株)小学館とは、人気女性ファッション誌「CanCam」と連動した公式ショッピングサイト「CanCam 

Fashion mall」を6月に、 (株)主婦の友社とは「Ray」と連動した「Ray Select Shop」を7月に、(株)講談社とは

「with」と連動した「with online shop」を8月に、そして(株)集英社とは「MORE」と連動した「GET MORE!」を9

月に立ち上げ、編集ページとの連動を一層強化しました。その一方で、新規の雑誌との連動も図っており、(株)光

文社の「VERY」では6月に誌上通販企画のＥコマース連動を行い、今後の取組み強化に向けて第一歩を踏み出しま

した。(株)集英社とは「マキア」「non-no」「リーマルシェ」を中心に、提携を強化しております。 

一方、アパレルメーカーとの関係では、(株)オンワード樫山の「23区」や(株)アルページュの「ジャスグリッテ

ィー」、(株)フランドルの「シェロー」など基幹ブランドの新規導入や、誌面媒体へのタイアップ広告、純広告の

実施等、顧客獲得の施策を実行しました。 

この結果、総会員数は、当中間会計期間中に7万7千人増加し、平成18年9月末現在45万6千人（前事業年度末比20.5%

増）となりました。 

当社の当中間会計期間の売上高は、総会員数の増加とそれに伴う販売商品数の増加の結果、2,283百万円となり

ました。また、当中間会計期間の営業利益は126百万円、経常利益は121百万円、中間純利益は68百万円となりまし

た。 

なお、当中間会計期間が中間財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 

① マガシーク事業 (www.magaseek.com) 

当事業は、ファッション雑誌に掲載された商品をインターネットで買えるＥコマースサイト「magaseek.com」

を運営いたしております。(株)小学館発行の「CanCam」掲載の人気ブランド「アプワイザー・リッシェ」や「エ

フデ」「プライベートレーベル」「ジョイアス」「ヴィエルジュ」等の商品の販売が好調であったことに加え、

(株)集英社の「non-no」、(株)光文社の「VERY」との誌上通販企画や(株)講談社「with」との全面提携、人気誌

へのタイアップ広告等による売上増の他、モデルを起用した自社編集企画による販促強化や平成18年7月のセー

ルで過去 高のブランド数と商品量を確保した結果、売上が向上し、当中間会計期間の売上高は1,975百万円と

なりました。 
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② アウトレットピーク事業 (www.outletpeak.com) 

当事業は、インターネット上で人気ブランドの売れ残り商品の値引き販売を行うＥコマースサイト

「outletpeak.com」を運営いたしております。「CanCam」掲載の人気ブランド「アプワイザー・リッシェ」「ミ

ッシュマッシュ」等の商品の販売が好調であったことに加え、新規ブランドの誘致が進んだこと、既存ブランド

からの商材確保や福袋などの企画商品の打ち出し、モバイル広告等の施策の結果、当中間会計期間の売上高は284

百万円となりました。  

 

③ その他の事業 

物流管理受託業務等を行っており、当中間会計期間の売上高は22百万円となりました。 

 

(2）財政状態 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純利益の増加による収入等

がありましたが、短期借入金の返済による減少により、前事業年度末に比べ129百万円減少し、当中間会計期間

末では417百万円になりました。 

なお、当中間会計期間が中間財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 

その他、各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により獲得した資金は98百万円であります。その主な要因として、法人税等の支払額55百万円等の資

金の減少要因はあるものの、税引前中間純利益119百万円による資金の増加要因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) 

投資活動により使用した資金は28百万円であります。これは、有形固定資産の取得による支出7百万円及び無

形固定資産の取得による支出20百万円の資金の減少要因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) 

財務活動により使用した資金は200百万円であります。これは短期借入金の返済200百万円によるものでありま

す。 

 

(3）通期の見通し（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

ファッションＥコマースの分野は更に着実に拡大するものと考えております。このような状況のもと、当社の成

長の原動力となる会員のさらなる新規獲得のため、出版各社との関係を強化していきます。各誌との共同企画を増

やし雑誌誌面でのタイアップ広告も強化いたします。また、大手ポータルサイトを利用した検索キーワード広告も

引き続き行ってまいります。一方、既存会員に向けては、人気商品の確保・配送スピードの向上・当社サイトのリ

ニューアル等により、顧客満足度向上に努めてまいります。 

上記をふまえ、売上高は5,800百万円（前期比70.7%増）、また利益面においては、ＩＰＯ関連費用や新たな成長に

向けた優秀な人材の確保及びシステム投資なども勘案した上で、経常利益370百万円（前期比37.8％増）、当期純

利益215百万円（前期比32.6％増）を予想しております。 

 

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想に

はさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績

予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控えください。 

 

(4）事業等のリスク 

当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下の

ようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判

断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的なディスクロージャーの観点から以下



 

－  － 7

に記載しております。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当中間決算短信の提出日現在において当社が判断したものであります。 

 

① インターネット通信販売事業への依存について 

現在、当社は主にインターネット通信販売事業に経営資源の多くを投入した事業展開を行っております。インタ

ーネットの環境整備等に関して予測のつかない事態が発生した場合や、利用に関する法的規制強化や技術革新等の

要因により、インターネット利用者が増加しなくなった場合やインターネット通信販売事業が困難になった場合に

は、当社の事業存続に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 顧客の嗜好への対応について 

ファッションアパレル商品は、顧客の好き嫌いによって販売数量・金額にはっきりと差が出るとともに、人気化・

不人気化の周期も早い傾向があります。当社は、雑誌との提携等により、売れ筋商品の品揃えに日々注力し、顧客

の嗜好の変化に迅速に対応しております。しかしながら、当社サイトにおける取扱商品、提携している雑誌、イン

ターネットでアパレル商品を買うこと等が、当社の登録会員や一般消費者に受け入れられなくなった場合、当社の

経営成績及び財政状態に悪影響が生じる可能性があります。また、顧客獲得のために広告宣伝活動を行う必要があ

りますが、その効果を正確に予測することは困難であり、状況に応じて広告宣伝活動に対する当社方針が変更され

ることにより費用が増加し、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 業務提携等について 

(イ)出版社との関係 

当社は、出版社との提携を重要な戦略のひとつと位置付けており、主に女性向けファッション誌との連携を実

施しております。そのため、出版社側の方針変更に伴い現在の契約が終了する等の事態が発生した場合、当社の

経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

(ロ)各モバイル通信事業者との関係 

当社のマガシーク事業並びにアウトレットピーク事業は、国内モバイル通信事業者の公式サイトメニューに登

録されておりますが、当社はモバイルインターネット利用購入顧客を集客するための重要なチャネルのひとつと

して、当該公式サイトメニューを位置付けております。 

なお、当社は、販売商品の代金決済についてau(KDDI(株)が提供するモバイル通信サービスの総称)以外はモバ

イル通信事業者の課金システムを使用しておりません。そのような経緯から当該公式サイトメニューに対して過

度に依存している事実はないと認識しておりますが、モバイル通信事業者側の方針変更等により当該公式サイト

メニューの登録を抹消された場合、当社サイトの利用者の減少等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

また、いわゆる第3世代携帯電話の本格的な普及に伴う携帯電話端末の新機種発売に関して、各モバイル通信

事業者のシステムは随時更新されており、さらに将来的には技術革新によるシステムの大幅な変更も予想されま

す。当社では、これらの状況に対応するため、技術革新に対応できる社内体制の構築を行っておりますが、これ

らのモバイル通信事業者のシステム変更や、通信料金の定額制導入等によるモバイルインターネット利用環境の

変化に当社が適切に対応できなかった場合には、当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があります。 

 

④ 競合について 

当社は、ファッション雑誌に掲載された商品をインターネットで買えるというコンセプトのもとに、他のファッ

ションＥコマース事業者との差別化を図っております。しかし、それらのＥコマース事業者だけでなく、カタログ

販売、テレビ番組を通じた通信販売や、既存の店舗において小売事業を行う多数の事業者との間で、販売商品の確

保やサービスの利便性等、あらゆる分野において熾烈に競争しております。 

小売事業は市場への参入が比較的容易なため、競合他社の継続的な市場参入による競争の激化が予想されます。

各アパレルメーカーが自社でのインターネットを通じたアパレル商品等の通信販売を展開及び拡大していく可能

性があります。その他には、インターネット上での通信販売市場の拡大に伴い、一部の小売業者が当社と類似した

販売方法を採用しており、さらに当社と同様のビジネスモデルを本格的に展開する可能性があります。これらの競

合は、販売価格の低下やサービスの向上に伴うコスト増加等をもたらすことにより、当社の業績等に影響を及ぼす

可能性があります。 



 

－  － 8

⑤ 親会社である伊藤忠商事(株)との関係について 

平成18年9月末日現在、伊藤忠商事(株)は当社の発行済株式の84.8%を保有する親会社であります。今後、同社の

経営方針に変更があり、当社株式の保有比率に大きな変更があった場合、当社の事業運営に影響がある可能性があ

ります。同社と当社の関係は以下のとおりであります。 

1.伊藤忠商事(株)における当社の位置づけ 

  当社のスタートは、平成12年8月に伊藤忠商事(株)繊維カンパニー内のプロジェクト事業として現行サービ

スを開始したことに起因しております。その後平成15年4月に当社が設立、事業が移管され、その後現在に至

るまで、同社のファッションアパレル部が主管する連結子会社であります。現在は、同社の唯一のファッショ

ンＥコマース会社として位置づけられています。同社は通常の株主としての権利のみ有しており、当社の経営

上の意思決定権限はありません。 

2.人的関係 

(イ)役員の兼務 

  平成18年9月末日現在、当社役員6名(取締役4名、監査役2名)のうち、2名が当社親会社である伊藤忠商事(株)

の従業員を兼ねております。該当役員の氏名及び親会社での役職は以下のとおりであります。以下の該当者は、

親会社での役職、ファッション業界での知識、経験など当人の総合的能力により、当社の経営に貢献できると

の判断に基づき当社が招聘しております。 

当社における役職 氏名 伊藤忠商事(株)における役職 

取締役(非常勤) 岡本 均 ファッションアパレル第一部部長 

監査役(非常勤) 伴 靖人 繊維事業審査部大阪事業チーム M＆R（モ

ニター＆レビュー）担当 

(ロ)従業員の受け入れについて 

  平成18年9月末日現在、常勤役員4名、従業員52名中、当社の親会社である伊藤忠商事(株)からの出向社員を

1名受け入れております。平成18年9月30日において当該出向契約は解除され、当中間決算短信の提出日現在、

出向者はおりません。今後の受け入れは、当社独自の採用により、優秀な人材の確保に努めていく方針であり

ます。 

3.伊藤忠商事(株)及び伊藤忠商事(株)グループとの取引関係 

  平成18年9月期における同社グループとの取引としては、伊藤忠エレクトロニクス(株)との間で、販売代金

の回収の委託、システム機器の保守・管理の委託及びシステム機器の購入があります。 

  また、伊藤忠ファッションシステム(株)との間で、広告取次ぎ取引がありますが、平成18年6月23日をもっ

て終了しております。また、同社とのコンサルティング契約については、平成12年の伊藤忠商事㈱内での事業

立ち上げ当初から、当社のビジネスモデル実現のためのアドバイス及び各種交渉を委託しておりましたが、平

成18年8月31日をもって終了しております。 

  上記以外には、伊藤忠商事(株)及び伊藤忠商事(株)グループとの間における重要な取引はありません。 
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   平成18年9月期における伊藤忠商事(株)及び伊藤忠商事(株)グループとの上記取引は以下のとおりです。 

  

会社の名称 取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

販売代金の回収委託 
(注)2（1）

1,119,272 売掛金 389,921

システム機器の保守・管理料等 53,338 未払金 55,581
伊藤忠エレクトロニ
クス㈱ 

システム機器の購入 
(注)2（2）

45,955   

広告取次ぎ 
(注)2（3）

22,524 未払金 ―

伊藤忠ファッション
システム㈱ 

コンサルティング 
(注)2（4）

2,000   

（注）1．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 

(1) 伊藤忠エレクトロニクス(株)との取引における販売代金の回収委託は、主に当社が一般消費者に商品

をクレジットカードで販売した際の販売代金の回収を委託しているものであります。 

(2) 伊藤忠エレクトロニクス(株)との取引におけるシステム機器の保守・管理料等及びシステム機器の購

入は、一般取引条件と同様であります。 

(3) 伊藤忠ファッションシステム(株)との取引における広告取次ぎは、一般取引条件と同様であります。

なお、平成18年6月23日をもって当該取引は終了しております。 

(4) 伊藤忠ファッションシステム(株)との取引におけるコンサルティングは、一般取引条件と同様であり

ます。なお、平成18年8月31日をもって当該取引は終了しております。 

 

⑥ 個人情報の取り扱いについて 

当社は、推進する事業の性格上、個人情報を取り扱っております。個人情報等のセキュリティの強化につきまし

ては、「個人情報の保護に関する法律」に沿って、社員教育・セキュリティの強化・運用管理を厳重にし、業務委

託先等にも情報管理の徹底を遵守させ、現状に満足することなく万全を尽くしております。しかしながら、外部か

らの不正なアクセスや、その他想定外の事態により個人情報が流出した場合は、当社への損害賠償請求や、信用の

低下等により、当社の事業及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ システムリスクについて 

当社の事業は、コンピューターシステムを結ぶ通信ネットワークに全面的に依存しており、自然災害や事故等に

よって、通信ネットワークが切断された場合には、当社の事業活動は大きな影響を受け、当社の営業は困難な状況

に陥ります。また、Ｅコマースサイトへのアクセスの急激な増加による一時的な過負荷により当社あるいはプロバ

イダーのサーバーが作動不能に陥ったり、電力供給の停止等の要因によって、当社の事業に重要な影響を及ぼす可

能性があります。当社はサービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策等のシステム強化を実施しております。

しかしながら、あらゆる可能性を想定して対策を用意することは困難であり、当社の想定しないシステム障害等が

生じた場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

⑧ 法的規制に関するリスク 

当社の事業展開にあたり、通信販売全般に関して、主に「特定商取引に関する法律」の規制を受けております。

また、取扱商品や販売方法等によっては、「不当景品類及び不当表示防止法」や商品そのものに対する規制等の各

種法令の規制対象になる可能性があります。当社は、法令チェックに係る社内管理体制を構築するとともに、これ

ら法令を遵守する体制を整備しておりますが、これら法令に違反する行為が行われた場合には、当社の業績等に影

響を及ぼす可能性があります。今後、各省庁等における現行の法解釈に何らかの変更が生じた場合、もしくは新た

に当社の事業、営業方法を規制する法律等が制定・施行された場合、その内容によっては当社の事業展開に制約を
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受けたり、対応措置を取る必要が生じる可能性があります。 

 

⑨ 訴訟などに関するリスク 

当社は、これまで事業に関連した訴訟事件が発生したことはありませんが、事業の性格上取り扱っている個人情

報の管理不徹底、第三者による不正アクセス及び販売した商品の不備等に起因して、訴訟を受ける可能性がありま

す。その訴訟内容や、賠償金額によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 経営者への依存について 

  当社の代表取締役社長である井上直也は、当社の 高経営責任者として経営方針及び事業戦略を決定するととも

に、ファッションＥコマースに関する豊富な経験と知識を有しており、ビジネスモデルの構築から事業化に至るま

で極めて重要な役割を果たしております。当社では、取締役会や社内会議における役員及び幹部社員の情報の共有

化を積極的に図るとともに、経営組織の強化をし、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、

何らかの理由により同氏が当社の業務を継続することが困難になった場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

 ⑪ 社歴が短いことについて 

 当社は平成15年4月に設立された社歴の短い会社であります。現在まで、売上及び利益について成長を継続して

おりますが、日本におけるファッションＥコマース業界を取り巻く環境は流動的であり当社における経営計画の策

定には不確定事象が含まれざるを得ない状況です。また、当社は社歴が短く財務数値をもって十分に期間比較する

ことは困難であり、過年度の財政状態及び経営成績からでは今後の当社の業績を予測するには不十分な面がありま

す。 

 

⑫ 経営管理体制の確立について 

平成18年9月30日現在における当社組織は取締役4名、監査役3名及び従業員52名と小規模であり十分な人的資源

があるとはいえず、内部管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。従って、経営陣はもとより、

人材の社外流出により当社業務上の支障が生じた場合、代替要員の不在、事務引継手続の遅延等の理由によって当

社の業務に支障が生じるおそれがあります。 

 

⑬ 人材の確保について 

当社は成長の過程にあり、営業担当者・システム技術者・Webデザイナー等、優秀な社員を数多く確保し育成す

ることは、当社の事業展開を図るうえで重要であります。当社といたしましても、社内教育体制の構築を行う等、

優秀な社員の獲得と育成に努めておりますが、人材の確保が順調に進まなかった場合、当社の業務に支障をきたし、

経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

⑭ 配当政策について 

当社はまだ会社設立から3年あまりしか経過しておらず、また急速に拡大するファッションＥコマース市場にお

ける継続的な事業の成長を目指していることから、事業活動から得られる収益に関しては、原則内部留保による事

業への再投資を基本としており、配当は実施しておりません。しかし一方で、株主利益の 大化を重要な経営目標

の一つとしており、今後につきましては、業績の推移・財務状況等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをと

りながら配当による株主への利益還元を検討していく方針です。 

内部留保資金の使途につきましては、将来の事業拡大に備えるため、システムや設備への投資を中心に活用して

いく方針です。 

なお当社は、会社法454条第5項に基づき中間配当制度を採用しております。 

 

⑮ 潜在株式について(新株予約権の行使による株式価値の希薄化について) 

当社は、旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に従い、平成18年1月30日開催の臨時株主総会

決議に基づき、当社取締役に対してインセンティブを目的とした新株予約権(ストックオプション)を付与しており

ます。今後につきましても当社取締役及び従業員に対するインセンティブとして新株予約権の付与を検討していく

方針であります。これらの新株予約権の権利行使が行われた場合、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があり
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ます。 

  

⑯ 特定の仕入先に対する依存度の高さについて 

 当社の当中間会計期間の仕入高のうち、(株)サンエー・インターナショナルに対する依存度が15.7%と も高く

なっています。これは、同社が、当社顧客の嗜好に合ったブランド商品を数多く生産しており、それらを当社に供

給しているためです。当社としては、今後同社以外のアパレルメーカーのブランド商品の新規誘致や未取扱商品の

品揃えも積極的にすすめていく方針ですが、同社の経営状況の変化や生産・販売戦略の見直し及び取引条件の変更

等があった場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。 

 

⑰ 特定の取引先に対する依存度の高さについて 

 当社は、一般消費者に対する売上金の回収業務のうち、クレジットカード決済分を伊藤忠エレクトロニクス(株)

に、また、代金引換分をヤマトフィナンシャル(株)に委託しております。これは、それぞれ両社に委託することが

業務運営上 も効率的であるとの判断のもとで委託しているものであります。現在、両社との関係は良好でありま

すが、今後両社の経営状況の変化や戦略の見直し及び取引条件の変更等があった場合、当社の業績に重要な影響を

与える可能性があります。 
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４．個別中間財務諸表等 

(1)中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

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  417,038 546,805 

２．売掛金  503,638 413,125 

３．たな卸資産  242,512 199,391 

４．前払費用  11,773 10,989 

５．繰延税金資産  20,037 19,667 

６．未収入金  23,736 23,318 

７．その他  344 1,258 

流動資産合計   1,219,080 78.8  1,214,555 80.0

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※1  

(1)建物付属設備  14,360 14,795 

(2)工具器具備品  93,480 81,328 

有形固定資産合計  107,841 96,124 

２．無形固定資産   

(1)商標権  62,422 65,558 

(2)ソフトウェア  118,424 103,310 

無形固定資産合計  180,846 168,868 

３．投資その他の資産   

(1)繰延税金資産  2,468 2,703 

(2)敷金  36,195 36,195 

投資その他の資産合計  38,663 38,898 

固定資産合計  327,351 21.2  303,891 20.0

資産合計  1,546,432 100.0  1,518,447 100.0
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当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  495,496 378,731 

２．短期借入金  － 200,000 

３．未払金  173,173 147,868 

４．未払法人税等  53,562 58,335 

５．賞与引当金  10,818 7,940 

６. 役員賞与引当金  5,312 － 

７. 返品調整引当金  5,584 5,352 

８. ポイント引当金  4,075 2,027 

９. その他 ※2 22,553 9,460 

流動負債合計  770,577 49.8  809,717 53.3

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  1,807 1,055 

固定負債合計  1,807 0.1  1,055 0.1

負債合計  772,384 49.9  810,772 53.4

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  400,993 26.0  －

２．利益剰余金   

(1）利益準備金  177 － 

(2）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  372,877 － 

利益剰余金合計  373,054 24.1  －

株主資本合計  774,047 50.1  －

純資産合計  774,047 50.1  －

負債純資産合計  1,546,432 100.0  －

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  －  400,993 26.4

Ⅱ 利益剰余金   

１．当期未処分利益  － 306,681 

利益剰余金合計  －  306,681 20.2

資本合計  －  707,674 46.6

負債・資本合計  －  1,518,447 100.0
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(2)中間損益計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,283,316 100.0 3,397,754 100.0

Ⅱ 売上原価  1,597,888 70.0 2,318,811 68.2

売上総利益  685,427 30.0 1,078,942 31.8

返品調整引当金繰入額  5,584 0.2 5,352 0.2

返品調整引当金戻入額  △5,352 △0.2 － －

差引売上総利益  685,196 30.0 1,073,590 31.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 558,828 24.5 808,264 23.8

営業利益  126,367 5.5 265,326 7.8

Ⅳ 営業外収益 ※2 962 0.0 8,176 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※3 5,869 0.2 4,458 0.1

経常利益  121,460 5.3 269,043 7.9

 Ⅵ 特別損失 ※4 1,972 0.1 1,966 0.0

税引前中間（当期）純利
益 

 119,488 5.2 267,077 7.9

法人税、住民税及び事業
税 

 51,480 115,339  

法人税等調整額  △135 51,345 2.2 △10,506 104,833 3.1

中間（当期）純利益  68,142 3.0 162,243 4.8

前期繰越利益  － 144,437 

当期未処分利益  － 306,681 
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(3)中間株主資本等変動計算書 

  当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 
利益準備金

繰越利益剰

余金 

株主資本 

合  計 

平成18年３月31日残高(千円) 400,993     － 306,681 707,674 

中間会計期間中の変動額     

  利益準備金の積立 (注)      － 177 △177    －

役員賞与 (注)      －      － △1,770 △1,770 

  中間純利益      －      － 68,142 68,142 

中間会計期間中の変動額合計(千

円) 
   － 177 66,195 66,372 

平成18年９月30日残高(千円) 400,993 177 372,877 774,047 

（注） 平成18年６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)中間キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記番

号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間（当期）純利益  119,488 267,077 

減価償却費  27,509 37,577 

賞与引当金の増減額(△：減少)  2,878 △1,001 

役員賞与引当金の増加額  5,312 － 

返品調整引当金の増加額  231 5,352 

ポイント引当金の増加額  2,047 2,027 

退職給付引当金の増加額  752 488 

役員退職慰労引当金の減少額  － △6,225 

受取利息  △1 △138 

支払利息  346 536 

新株発行費  － 2,290 

固定資産除却損  1,972 1,966 

売掛金の増加額  △90,512 △200,592 

たな卸資産の増加額  △43,121 △50,055 

未収入金の増加額  △417 △5,538 

買掛金の増加額  116,765 133,210 

未払金の増加額  893 67,511 

その他  11,052 △9,736 

小計  155,198 244,750 

利息の受取額  1 138 

利息の支払額  △217 △666 

法人税等の支払額  △55,984 △109,044 

営業活動によるキャッシュ・フロー  98,998 135,177 

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  △7,785 △95,928 

無形固定資産の取得による支出  △20,978 △136,679 

敷金の差入による支出  － △36,195 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △28,764 △268,802 

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(△：減少)  △200,000 170,000 

株式の発行による収入  － 267,839 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △200,000 437,839 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△：減少)  △129,766 304,213 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  546,805 242,591 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高 

 417,038 546,805 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1) たな卸資産 

商品 

総平均法による低価法を採用

しております。 

  貯蔵品 

  終仕入原価法を採用してお

ります。 

(1) たな卸資産 

 商品 

      同左   

 

貯蔵品 

       同左 

 

２．固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物付属設備  ３～18年 

 工具器具備品  ３～20年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。

   なお、商標権については10 

年、ソフトウェア(自社利用) 

については、社内における利用

可能期間(５年)にて償却してお

ります。 

(1) 有形固定資産 

    同左 

 

  

  

 

(2) 無形固定資産 

同左 

   

３．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間に負担すべき額を計上

しております。 

(1) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える 

ため、支給見込額のうち当事業 

年度に負担すべき額を計上して 

おります。 

 (2) 役員賞与引当金 

  役員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度における支給見

込額のうち当中間会計期間に負

担すべき額を計上しておりま

す。 

(2) 役員賞与引当金 

 

 

      ―――― 

 (3) 返品調整引当金 

返品による損失に備えるた

め、過去の返品発生率を勘案

し、当中間会計期間の売上高に

見込まれる返品額に対する販売

利益の見積額を計上しておりま

す。 

(3) 返品調整引当金 

返品による損失に備えるため、過

去の返品発生率を勘案し、当事業

年度の売上高に見込まれる返品額

に対する販売利益の見積額を計上

しております。 

 (4) ポイント引当金 

当社が実施するマガシーク会

員に付与したポイントの使用に

より発生する費用負担に備える

ため、当中間会計期間末におい

て将来使用されると見込まれる

額を計上しております。 

(4) ポイント引当金 

当社が実施するマガシーク会員に

付与したポイントの使用により発

生する費用負担に備えるため、当

事業年度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。 
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項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (5) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた 

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間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、退職給付債

務の算定に当たり、中間期末要

支給額を退職給付債務とする簡

便法を採用しております。 

(5) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた  

め、当事業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、退職給付

債務の算定に当たり､期末要支給

額を退職給付債務とする簡便法

を採用しております。 

４．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理しております。 

５．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 

６．中間キャッシュ・フ

ロー計算書

（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 

７．その他中間財務諸表

（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 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――― 

(固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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。 

これによる損益に与える影響はありませ

ん。      

（役員賞与に関する会計基準） 

  当中間会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号平成17

年11月29日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益は、それぞれ5,312千円少

なく計上されております。 

 

 

 

―――― 

(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

774,047千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。 

 

 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 20 -

 

追加情報 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

―――― 

(返品調整引当金） 

返品について、従来は発生時に売上高

から控除する処理を採用してきました

が、金額的重要性が増してきたため、当

事業年度から返品見込額に対する販売利

益の見積額を返品調整引当金繰入額とし

て売上総利益から控除し、差引売上総利

益を算定しております。 

 これに伴い、従来の方法に比べ差引売 

上総利益、営業利益、経常利益及び税引 

前当期純利益はそれぞれ5,352千円少なく

計上されております。      

 

 

 

―――― 

(ポイント引当金） 

ポイントの処理について、従来は、ポ

イント利用時に費用を計上する処理を採

用してきましたが、ポイント発行残高の

金額的重要性が増してきたため、当事業

年度から将来のポイントの使用により発

生する費用負担に備え、事業年度末にお

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。 

 これに伴い、従来の方法に比べ営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益はそ

れぞれ2,027千円少なく計上されておりま

す。 

―――― 

(役員退職慰労引当金）    

  従来、役員の退職慰労金の支払いに備え

るため、内規に基づく期末要支給見積額を

計上しておりましたが、役員報酬制度の見

直しに伴い平成18年１月末日付で制度を廃

止したことにより、当事業年度末において

役員退職慰労引当金は計上しておりませ

ん。 

なお、同制度の廃止までの役員退職慰労

金相当額(11,425千円)については、平成

18年１月30日開催の臨時株主総会におい

て、在任中の役員について、当事業年度

に打ち切り支給することを決議したこと

に伴い、その全額を支給し、引当金も全

額取崩しております。 
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 注記事項 

 (中間貸借対照表関係) 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

    19,684千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額       

10,753千円 

※2 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。 

 

 

―――― 

 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※1 減価償却実施額 

  有形固定資産   8,930千円 

  無形固定資産  18,579千円 

※1 減価償却実施額 

  有形固定資産   7,621千円 

  無形固定資産  29,956千円 

 

※2 営業外収益のうち主要なもの 

  受取手数料     835千円 

※2 営業外収益のうち主要なもの 

  受取利息         138千円 

  受取手数料   8,027千円 

 

※3 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息         346千円 

  上場関係費用  5,000千円 

     

※3 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息         536千円 

  新株発行費    2,290千円 

    本社移転費用   1,552千円 

 

※4 特別損失のうち主要なもの 

  固定資産除却損    

   ソフトウェア 1,972千円 

 

※4 特別損失のうち主要なもの 

  固定資産除却損    

   建物付属設備 1,966千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項                         

注：普通株式の発行済株式総数の増加16,821株は、平成18年６月14日付で普通株式１株につき10株に株式分割 

   したことによるものであります。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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９月30日現在） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 417,038千円  現金及び預金勘定 546,805千円 

 現金及び現金同等物 417,038千円  現金及び現金同等物 546,805千円

 

(リース取引関係) 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

  当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

当社は有価証券を保有していないため、該当事項はありません。 

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

当社は有価証券を保有していないため、該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

   当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間会計期間において、ストック・オプションを付与しておりませんので該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間期末 

株式数（株） 

発行済株式   

   普通株式 注 1,869 16,821 － 18,690

合計 1,869 16,821 － 18,690
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（持分法損益等） 

  当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 41,415円05銭 

１株当たり中間純利益

金額 
3,645円93銭 

  

 

１株当たり純資産額 377,691円16銭 

１株当たり当期純利益 
金額 

90,823円90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、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。 

 

 当社は平成18年６月14日付で株式１株に

つき10株の株式分割を行っております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前期における１株当たり情報は

以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 37,769円12銭 

１株当たり当期純利益
金額 

9,082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、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。 

 

 

 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、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。 

 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 68,142 162,243 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 1,770 

（うち利益処分による役員賞与

金） 
(－) (1,770) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
68,142 160,473 

期中平均株式数（株） 18,690 1,767 

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

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株予約権の数17個 

 

          

 

新株予約権の数17個 
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

平成18年５月29日開催の当社取締役会の決議に基づき、

１株当たりの投資金額を引き下げ、株式の流動性を高める

ことを目的に、次のように株式分割による新株式を発行し

ております。 

 １. 平成18年６月14日付をもって普通株式１株につき10株に

分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

   普通株式    16,821株 

(2) 分割方法 

平成18年６月14日最終の株主名簿に記載された

株主の所有株式数を、１株につき10株の割合を

もって分割します。 

 

    当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当期における１株当たり情報は、以下のとおりとなり

ます。 

 当社株式は平成18年11月28日に株式会社東京証券取引所

マザーズ市場に上場いたしました。 

 上場にあたり、平成18年10月20日及び平成18年11月６日

開催の当社取締役会において、公募増資及びオーバーア

ロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資を決

議し、公募増資については平成18年11月27日に払込が完了

いたしました。 

 この結果、資本金は1,005,493千円、発行済株式数は、

20,690株となりました。 

 

(公募増資)  

発行株式数 普通株式         2,000株 

発行価格 １株につき       650,000円 

引受価額 １株につき       604,500円 

 (この金額は、当社引受人より１株当たりの新株払込金

として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価

額との差額の総額は、引受人の手取金となります。) 

 

発行価額 １株につき        467,500円 

発行価額の総額 935,000千円 

払込金額の総額 1,209,000千円 

資本組入額 １株につき        302,250円 

資本組入額の総額 604,500千円 

払込期日 平成18年11月27日 

募集の方法 一般募集(ブックビルディング方式) 

資金使途 当社の注力分野における事業拡大

に備えたシステム投資資金、会員獲

得のための広告宣伝及び販売促進活

動のための資金に充当する予定であ

ります。 

(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者

割当増資) 

 

発行株式数 普通株式          500株 

発行価額 １株につき       467,500円 

割当価格 １株につき       604,500円 

資本組入額 １株につき       302,250円 

払込期日 平成18年12月26日 

割当方法 割当価格で野村證券株式会社に割

当てる。 
  

  

１株当たり純資産額      37,769円12銭 

       １株当たり当期純利益金額  9,082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、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。 

 

 

 

 



 

－  － 
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5. 仕入及び販売の状況 

  (1) 仕入実績  

当中間会計期間及び前事業年度の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)事業部門 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

マガシーク事業 1,413,197 86.2   2,027,398 85.6

アウトレットピーク事業 209,014 12.7   306,439 12.9

 その他の事業 17,289 1.1   34,610 1.5

 合    計 1,639,501 100.0   2,368,448 100.0

（注）1. 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

   2. 主な相手先別の仕入実績及び当該仕入実績に対する割合は次のとおりであります。 

3． 当中間会計期間が中間財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っ

ておりません。 

 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日)

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)
相手先 

金額 (千円) 割合(%) 金額 (千円) 割合(%)

㈱ｻﾝｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 257,152 15.7 566,455 23.9

 

 

 

(2）販売実績 

 当中間会計期間及び前事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)事業部門 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

マガシーク事業 1,975,767 86.5   2,928,411 86.2

アウトレットピーク事業 284,872 12.5   417,258 12.3

 その他の事業 22,676 1.0   52,084 1.5

 合    計 2,283,316 100.0   3,397,754 100.0

（注）1. 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

   2. 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、当中間会計期間及び前事業

年度ともに販売の相手先は主に一般消費者であり(販売代金の回収業務を伊藤忠エレ

クトロニクス(株)及びヤマトフィナンシャル(株)等に委託)、相手先別販売実績の総

販売実績に対する割合が100分の10以上を占める取引先がないため、記載しておりま

せん。 

3． 当中間会計期間が中間財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っ

ておりません。 

 

 

 




