
平成19年８月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無    ： 有 

（内容） 

 税金費用等の計上基準は、簡便的な方法を採用しております。その他影響額が僅少なものについても、一部簡便

的な方法を採用しております。 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無    ： 無 

なお、当社は平成18年８月１日付をもって、連結子会社であったヤマトテキスタイル株式会社を吸収合併した結

果、連結子会社がなくなったため、当期より四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

２．平成19年８月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年９月１日～平成18年11月30日） 

②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や、雇用状況の改善などによる

緩やかな個人消費の回復などにより、景況感は回復基調にあるものの、原油価格の高騰や金利上昇、また、米国経済な

どの先行きに不透明感が漂い始めるなどの懸念材料もあり、依然として景気の先行きは楽観視できない状況で推移いた

しました。 

このような状況の中、当社は、前期より引き続き、企業理念である「お客様を綺麗にする」ということを合言葉に販

売社員に対して体型補整コンサルティングの徹底、強化を行い、10月より新経営体制のもと、各店舗網の営業体制を見

直し、各地区、店舗における課題を明確にし、解決、対応のできる体制を構築するとともに、営業の第一線である販売

社員（ボディスタイリスト）の採用、教育の強化を図り、優秀な店舗、販売社員の情報（ノウハウ）を全店舗で反映さ

せていく取り組みを継続的に実施してまいりました。 

また、当社愛用者組織である「Maruko Beauty Club」（ＭＢＣ）のサービスをより充実したものに見直しするととも

に、11月に「マルコ・メイキング・プロポーション・コンテスト（ＭＭＰＣ）」を開催し、「お客様の喜びと感動の

声」を全国の販売社員をはじめ、既存会員が実体感できたことで、今まで以上に販売社員がお客様と一体感をもって

「体型美（体型補整）」の必要性をアピールし、既存会員からのご紹介をお受けする機会を拡大させてまいりました。 

これらの結果、当第１四半期会計期間の売上高は55億17百万円（前年同期比6.4％減）となりましたが、概ね計画通

りに推移し、利益面では前第４四半期に実施した不採算店舗の統廃合による経費の削減効果、販売促進費の見直しなど

により、経常利益は25百万円（前年同期比80.3％減）、四半期純損失は49百万円（前年同期は38百万円の四半期純利

益）となりました。 

(財)財務会計基準機構会員

  平成18年12月28日

上場会社名 マルコ株式会社        （コード番号：9980 大証第二部）

（ＵＲＬ http://www.maruko.com ）   

問合せ先  代表者役職・氏名  代表取締役社長  駒田  潤           ＴＥＬ：（06）6233－5000

責任者役職・氏名  取  締  役  森  篤美   

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年８月期第１四半期 5,517 △6.4 25 △83.4 25 △80.3 △49 － 

18年８月期第１四半期 5,896 △23.1 152 △83.0 129 △85.5 38 △92.6 

（参考）18年８月期 22,583   △872   △968   △1,372   

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

19年８月期第１四半期 △1 56 － － 

18年８月期第１四半期 1 22 － － 

（参考）18年８月期 △43 55 － － 

（注）①期中平均株式数 19年８月期第１四半期 31,502,538株 18年８月期第１四半期 31,506,313株 18年８月期 31,506,124株 
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(2）財政状態の変動状況 

【キャッシュ・フローの状況】 

（注）四半期のキャッシュ・フローの状況は、当第１四半期から開示しているため、前第１四半期及び前事業年度については、記載しておりま

せん。 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

① 財政状態の変動状況 

１）資産合計 

 当第１四半期会計期間末の資産合計は174億31百万円となり、前事業年度末に比べ、７億８百万円の減少となりま

した。 

 流動資産合計は54億52百万円となり、前事業年度末に比べ、８億60百万円の減少となりました。これは主に、現金

及び預金の減少、売掛金の減少、未収還付消費税の減少及びたな卸資産の増加の結果によるものであります。 

 固定資産合計は119億78百万円となり、前事業年度末に比べ、１億51百万円増加となりました。これは主に、長期

性預金の増加及び建物等の減価償却による減少及び差入保証金の減少の結果によるものであります。 

２）負債合計 

 当第１四半期会計期間末の負債合計は89億61百万円となり、前事業年度末に比べ、２億84百万円の減少となりまし

た。 

 流動負債合計は57億66百万円となり、前事業年度末に比べ、45百万円の減少となりました。これは主に、短期借入

金の減少及び賞与引当金の増加の結果によるものであります。 

 固定負債合計は31億95百万円となり、前事業年度末に比べ、２億38百万円の減少となりました。これは主に、長期

借入金の返済によるものであります。 

３）純資産合計 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は84億69百万円となり、前事業年度末に比べ、４億24百万円の減少となりま

した。これは主に、当期純損失の計上及び剰余金の配当による利益剰余金の減少によるものであります。 

② キャッシュ・フローの変動状況 

 当第１四半期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、前事業年度末に比べ、４億９百万

円減少し、24億９百万円となりました。 

 当第１四半期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、増加した資金は４億88百万円となりました。これは主に、未収還付消費税の減少３億42百万円及び

売上債権の減少１億25百万円等による資金の増加、仕入債務の減少１億19百円及びたな卸資産の増加１億14百万円等に

よる資金の減少によるものであります。 

 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 

19年８月期第１四半期 17,431 8,469 48.6 268 99 

18年８月期第１四半期 17,801 10,814 60.8 343 24 

（参考）18年８月期 18,139 8,893 49.0 282 28 

（注）期末発行済株式数 19年８月期第１四半期 31,485,169株 18年８月期第１四半期 31,506,181株 18年８月期 31,505,969株 

 
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 
四半期末（期末）残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年８月期第１四半期 488 △197 △699 2,409 

18年８月期第１四半期 － － － － 

（参考）18年８月期 － － － － 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は１億97百万円となりました。これは主に、差入保証金の解約による収入１億95百万

円等による資金の増加、定期預金の預入による支出３億円、新規出店・移転改装等に伴う固定資産の取得及び差入保証

金の差入れ72百万円等による資金の減少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、減少した資金は６億99百万円となりました。これは主に、配当金の支払３億78百万円、長期借入金

の返済２億14百万円及び短期借入金の純減少１億円等による資金の減少によるものであります。 

３．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  32円37銭 

４．配当状況 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第１四半期の業績は、前年同期実績を下回る状況となっておりますが、新規顧客は増加傾向にあり、概ね計画通り

に推移しております。今後は、顧客満足度をより高めるためのコンサルティングを基本とした社員教育プログラムの徹

底をはかり、新規顧客の増加による売上の拡大と固定費の見直し、削減を進めることで業績の回復、向上を図ってまい

ります。更に、新規顧客の拡大・拡充に向け、体型補整下着の未体験者をターゲットにしたスターターキットとして、

基本的な補整機能に絞り込み、気軽に体型補整を始めることができるアイテム展開をした新規顧客対応シリーズ「デビ

ュアランジェ」を早期に投入するとともに、前期よりスタートしたミドルエイジをターゲットにした販売網の拡大を継

続的に推進してまいります。 

以上のことから、現時点での業績予想につきましては、平成18年10月10日付発表の業績予想の中間期及び通期の業績

予想の変更はありません。 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点での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。実績の業績等は、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。 

  売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 

中間期 11,750 170 100 

通 期 24,820 1,270 1,020 

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

18年８月期 － 10 － 12 － 22 

19年８月期（予想） － 5 － 5 － 10 
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５．四半期財務諸表等 

(1）四半期財務諸表 

① 四半期貸借対照表 

 
前第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年８月31日） 

区分 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 3,875,596   2,409,106   2,818,615   

２．売掛金 1,367,041   865,942   992,054   

３．たな卸資産 1,747,838   1,488,703   1,373,732   

４．繰延税金資産 207,290   333,245   333,245   

５．その他 390,033   356,965   796,357   

貸倒引当金 △2,506   △1,440   △796   

流動資産合計  7,585,294 42.6  5,452,522 31.3  6,313,208 34.8 

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1) 建物 1,670,035   4,057,930   4,111,697   

(2) 土地 4,472,741   4,987,424   4,987,424   

(3) 建設仮勘定 621,506   3,900   3,402   

(4) その他 781,205   623,137   664,644   

有形固定資産合計 7,545,488  42.4 9,672,393  55.5 9,767,168  53.8

２．無形固定資産 427,348  2.4 429,967  2.5 431,640  2.4 

３．投資その他の資産          

(1) 差入保証金 1,413,966   1,053,910   1,096,498   

(2) その他 842,515   844,801   553,783   

貸倒引当金 △13,554   △22,410   △22,410   

投資その他の資産合計 2,242,927  12.6 1,876,301  10.7 1,627,871  9.0

固定資産合計  10,215,764 57.4  11,978,662 68.7  11,826,680 65.2 

資産合計  17,801,059 100.0  17,431,184 100.0  18,139,889 100.0 

          
（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形 1,143,308   1,098,387   1,191,168   

２．買掛金 527,091   678,131   705,166   

３．短期借入金 2,000,000   1,800,000   1,900,000   

４．１年以内返済予定の長期借入金 250,000   667,200   667,200   

５．未払金 201,641   224,000   272,778   

６．未払法人税等 122,266   49,412   95,793   

７．賞与引当金 354,077   408,844   248,000   

８．返品調整引当金 87,000   85,000   90,000   

９．ポイント引当金 －   28,000   32,000   

10．その他 1,049,012   727,708   610,396   

流動負債合計  5,734,397 32.2  5,766,684 33.1  5,812,502 32.1 

Ⅱ 固定負債          

１．長期借入金 875,000   2,703,500   2,917,800   

２．繰延税金負債 －   180,459   181,099   

３．退職給付引当金 300,037   291,066   303,666   

４．その他 77,420   20,135   31,364   

固定負債合計  1,252,457 7.0  3,195,161 18.3  3,433,930 18.9 

負債合計  6,986,855 39.2  8,961,846 51.4  9,246,432 51.0 
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前第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年８月31日） 

区分 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  2,332,729 13.1  － －  － － 

Ⅱ 資本剰余金          

１．資本準備金 2,195,452   －   －   

資本剰余金合計  2,195,452 12.3  － －  － － 

Ⅲ 利益剰余金          

１．利益準備金 378,793   －   －   

２．任意積立金 2,780,000   －   －   

３．四半期(当期)未処分利益 3,091,000   －   －   

利益剰余金合計  6,249,794 35.1  － －  － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  167,305 1.0  － －  － － 

Ⅴ 自己株式  △131,077 △0.7  － －  － － 

資本合計  10,814,203 60.8  － －  － － 

負債・資本合計  17,801,059 100.0  － －  － － 

          
（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金  － －  2,332,729 13.4  2,332,729 12.9

２．資本剰余金          

(1) 資本準備金 －   2,195,452   2,195,452   

資本剰余金合計  － －  2,195,452 12.6  2,195,452 12.1

３．利益剰余金          

(1) 利益準備金 －   378,793   378,793   

(2) その他利益剰余金          

別途積立金 －   2,780,000   2,780,000   

繰越利益剰余金 －   938,134   1,365,259   

利益剰余金合計  － －  4,096,928 23.5  4,524,052 24.9

４．自己株式  － －  △138,522 △0.8  △131,232 △0.7

株主資本合計  － －  8,486,588 48.7  8,921,002 49.2

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価差額金  － －  2,285 0.0  3,218 0.0

２．繰延ヘッジ損益  － －  △19,535 △0.1  △30,764 △0.2

評価・換算差額等合計  － －  △17,249 △0.1  △27,545 △0.2

純資産合計  － －  8,469,338 48.6  8,893,456 49.0

負債・純資産合計  － －  17,431,184 100.0  18,139,889 100.0
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② 四半期損益計算書 

 
前第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 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  5,896,955 100.0  5,517,576 100.0  22,583,172 100.0 

Ⅱ 売上原価  2,848,110 48.3  2,892,250 52.4  11,553,727 51.2 

売上総利益  3,048,844 51.7  2,625,326 47.6  11,029,445 48.8 

返品調整引当金戻入額  96,000 1.6  90,000 1.6  96,000 0.4 

返品調整引当金繰入額  87,000 1.5  85,000 1.5  90,000 0.4 

差引売上総利益  3,057,844 51.8  2,630,326 47.7  11,035,445 48.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,905,300 49.2  2,605,225 47.2  11,907,469 52.7 

営業利益又は営業損失
(△)  152,544 2.6  25,100 0.5  △872,024 △3.9 

Ⅳ 営業外収益  6,643 0.1  32,107 0.6  97,162 0.4 

Ⅴ 営業外費用  29,857 0.5  31,715 0.6  193,368 0.8 

経常利益又は経常損失
(△)  129,330 2.2  25,492 0.5  △968,230 △4.3 

Ⅵ 特別利益  3,961 0.1  － －  366,290 1.6 

Ⅶ 特別損失  － －  40,945 0.8  447,874 2.0 

税引前四半期純利益又
は税引前四半期(当期)
純損失(△) 

 133,291 2.3  △15,452 △0.3  △1,049,814 △4.7 

税金費用  94,710 1.6  33,600 0.6  322,283 1.4 

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)  38,581 0.7  △49,052 △0.9  △1,372,098 △6.1 
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③ 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自平成18年９月１日 至平成18年11月30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 資本 

準備金 
資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年８月31日 残高 

（千円） 
2,332,729 2,195,452 2,195,452 378,793 2,780,000 1,365,259 4,524,052 △131,232 8,921,002 

四半期会計期間中の変動額          

剰余金の配当      △378,071 △378,071  △378,071 

四半期純損失(△)      △49,052 △49,052  △49,052 

自己株式の取得        △7,289 △7,289 

株主資本以外の項目の四半期会計

期間中の変動額（純額） 
         

四半期会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － － △427,124 △427,124 △7,289 △434,413 

平成18年11月30日 残高 

（千円） 
2,332,729 2,195,452 2,195,452 378,793 2,780,000 938,134 4,096,928 △138,522 8,486,588 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 
差額等合計 

平成18年８月31日 残高 

（千円） 
3,218 △30,764 △27,545 8,893,456 

四半期会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △378,071 

四半期純損失(△)    △49,052 

自己株式の取得    △7,289 

株主資本以外の項目の四半期会計

期間中の変動額（純額） 
△932 11,228 10,295 10,295 

四半期会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△932 11,228 10,295 △424,118 

平成18年11月30日 残高 

（千円） 
2,285 △19,535 △17,249 8,469,338 
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前事業年度（自平成17年９月１日 至平成18年８月31日） 

（注）平成17年11月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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 資本 

準備金 
資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成17年８月31日 残高 

（千円） 
2,332,729 2,195,452 2,195,452 378,793 2,780,000 3,430,496 6,589,290 △130,838 10,986,633 

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      （注）      △378,077 △378,077  △378,077 

剰余金の配当（中間配当）      △315,061 △315,061  △315,061 

当期純損失（△）      △1,372,098 △1,372,098  △1,372,098 

自己株式の取得        △393 △393 

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） 
         

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － － △2,065,237 △2,065,237 △393 △2,065,630 

平成18年８月31日 残高 

（千円） 
2,332,729 2,195,452 2,195,452 378,793 2,780,000 1,365,259 4,524,052 △131,232 8,921,002 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 
差額等合計 

平成17年８月31日 残高 

（千円） 
111,268 － 111,268 11,097,901 

事業年度中の変動額     

剰余金の配当      （注）    △378,077 

剰余金の配当（中間配当）    △315,061 

当期純損失（△）    △1,372,098 

自己株式の取得    △393 

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） 
△108,049 △30,764 △138,813 △138,813 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△108,049 △30,764 △138,813 △2,204,444 

平成18年８月31日 残高 

（千円） 
3,218 △30,764 △27,545 8,893,456 
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④ 四半期キャッシュ・フロー計算書 

前事業年度においては、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたが、連結子会社がなくなったた

め、当期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しており、前第１四半期会計期間のキャッシュ・フロー計算書及

び前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書の記載を省略しております。 

 
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失 △15,452 

減価償却費 143,967 

減損損失 1,153 

長期前払費用償却額 4,648 

貸倒引当金の増加額（△減少額） 643 

賞与引当金の増加額（△減少額） 160,844 

返品調整引当金の増加額（△減少額） △5,000 

ポイント引当金の増加額（△減少額） △4,000 

退職給付引当金の増加額（△減少額） △12,600 

受取利息及び受取配当金 △639 

支払利息 27,422 

有形固定資産除却損 2,428 

投資有価証券評価損 137 

不動産賃借契約解約損 33,698 

売上債権の減少額（△増加額） 125,691 

たな卸資産の減少額（△増加額） △114,970 

前払費用の減少額（△増加額） △21,505 

未収還付消費税の減少額（△増加額） 342,141 

仕入債務の増加額（△減少額） △119,816 

未払金の増加額（△減少額） 56,657 

未払費用の増加額（△減少額） △56,788 

未払消費税等の増加額（△減少額） 55,101 

その他 △10,970 

小計 592,793 

利息及び配当金の受取額 △47 

利息の支払額 △36,685 

法人税等の支払額 △67,937 

営業活動によるキャッシュ・フロー 488,122 

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 △300,000 

有形固定資産の取得による支出 △62,423 

無形固定資産の取得による支出 △18,144 

差入保証金の差入による支出 △10,533 

差入保証金の解約による収入 195,085 

その他 △1,672 

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,688 

 

- 9 -



 
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額（△純減少額） △100,000 

長期借入金の返済による支出 △214,300 

自己株式の取得による支出 △7,289 

配当金の支払額 △378,352 

財務活動によるキャッシュ・フロー △699,942 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △409,509 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,818,615 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,409,106 
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(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 （注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。 

３．当期より四半期財務・業績の概況（非連結）の開示を行っておりますので、前第１四半期会計期間及び前

事業年度の記載を省略しております。 

② 仕入実績 

 （注）１．金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．当期より四半期財務・業績の概況（非連結）の開示を行っておりますので、前第１四半期会計期間及び前

事業年度の記載を省略しております。 

③ 受注状況 

 当社は、ファンデーション・ランジェリーのうち独自の生産システムによるオーダーメイド製品（マイモード）

について受注生産を行っております。 

 当第１四半期における受注状況は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．当期より四半期財務・業績の概況（非連結）の開示を行っておりますので、前第１四半期会計期間及び前

事業年度の記載を省略しております。 

区分 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

金額（千円） 

ファンデーション・ランジェリー  

（ボディスーツ） 1,547,750 

（ブラジャー・ガードル等） 5,165,090 

その他 233,142 

合計 6,945,983 

区分 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

金額（千円） 

ボディケア化粧品・下着用洗剤 109,420 

合計 109,420 

区分 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

受注高 
（千円） 

受注残 
（千円） 

マイモード   

（ボディスーツ） 273,894 55,283 

（ブラジャー・ガードル） 431,314 64,479 

合計 705,209 119,762 
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④ 販売実績 

イ）地域別販売実績 

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．当期より四半期財務・業績の概況（非連結）の開示を行っておりますので、前第１四半期会計期間及び前

事業年度の記載を省略しております。 

ロ）品目別販売実績 

 （注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの売上高であります。 

３．当期より四半期財務・業績の概況（非連結）の開示を行っておりますので、前第１四半期会計期間及び前

事業年度の記載を省略しております。 

地区別 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

金額（千円） 

北海道・東北・信越地区 644,555 

関東地区 1,538,112 

北陸・東海地区 1,200,105 

近畿地区 652,316 

中国・四国地区 98,109 

九州・沖縄地区 1,384,376 

合計 5,517,576 

品目 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成18年11月30日） 

金額（千円） 

製品 

ファンデーション・ランジェリー  

（ボディスーツ） 1,100,711 

（ブラジャー・ガードル等） 3,772,574 

その他 235,588 

小計 5,108,874 

商品 ボディケア化粧品・下着用洗剤 408,701 

合計 5,517,576 
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