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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）・連結会社の個別財務諸表上の税金費用については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。

・商品の実地たな卸を省略しております。

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：無

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績（連結）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 ％

20年２月期第１四半期 6,111 (△3.3) △131 － △124 － △103 －

19年２月期第１四半期 6,319 (0.3) △193 － △196 － △460 －

（参考）19年２月期 23,699 (1.6) △722  △480  △1,078  

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

20年２月期第１四半期 △7 52 － －

19年２月期第１四半期 △32 54 － －

（参考）19年２月期 △76 54 － －

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

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期（平成19年３月１日～平成19年５月31日）におけるわが国経済は、輸出の拡大が持続したこと等により、

景気は引き続き回復基調で推移しました。個人消費につきましては、旅行・外食などのサービス分野やデジタル家電等が

好調な展開となった反面、当社グループの中心取扱い商材である衣料品は天候不順等の影響もあり、低調な状況が続きま

した。

　こうした環境下で、当社グループは、不振の続く衣料系カタログと小売店舗事業の改善を進めると同時に、比較的順調

な展開が続く化粧品事業を確実に伸長させることにより、業績の回復を実現すべく事業運営に取り組んでまいりました。

　当第１四半期の連結売上高は、化粧品「ライスフォース」が着実に伸長した反面、衣料品を中心とした「イマージュ」

及び「ブランカフェ」カタログが弱含みで推移したこと、また、店舗販売事業を営む㈱トランスコンチネンツの売上高が

店舗オペレーションの見直し等もあって前年同四半期を若干下回る結果となったことなどから、61億１千１百万円（前年

同四半期比3.3％減）となりました。

　損益面につきましては、売上高は減少したものの、粗利益率の高い化粧品の売上構成比が高くなったこと等で売上総利

益率が前年同四半期に比べ2.0ポイント改善したことや商品出荷に係る変動経費等の削減により、営業損益は１億３千１百

万円の損失（前年同四半期は１億９千３百万円の損失）、経常損益は１億２千４百万円の損失（同１億９千６百万円の損

失）、四半期純損益は１億３百万円の損失（同４億６千万円の損失）となりました。
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(2）財政状態（連結）の変動状況 （百万円未満切捨）

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

20年２月期第１四半期 16,809 8,583 51.1 621 95

19年２月期第１四半期 17,629 9,686 54.9 684 00

（参考）19年２月期 16,813 8,758 52.1 634 59

【連結キャッシュ・フローの状況】 （百万円未満切捨）

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

20年２月期第１四半期 33 97 225 850

19年２月期第１四半期 606 378 △982 386

（参考）19年２月期 819 671 △1,380 493

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当四半期末における総資産は168億９百万円となり、前連結会計年度末比４百万円の減少となりました。資産につきまし

ては、流動資産が７千９百万円減少し、固定資産が７千５百万円増加しました。負債につきましては、流動負債が１億４

百万円、固定負債が６千５百万円それぞれ増加しました。

　純資産は１億７千４百万円減少して85億８千３百万円となり、自己資本比率は51.1％と前連結会計年度末に比して1.0ポ

イント悪化いたしました。

（連結キャッシュ・フローの状況）

　当四半期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。）の残高は８億５千万円となり、前連結

会計年度末と比較して３億５千７百万円の増加となりました。

　営業活動の結果得られた資金は３千３百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損益が５千６百万円の

損失となった反面、たな卸資産が１億９千６百万円減少したこと等を反映したものであります。

　投資活動の結果得られた資金は９千７百万円となりました。

　財務活動の結果得られた資金は２億２千５百万円となりました。これは、短期借入金の純増加額３億円及び配当金の支

払額５千４百万円等を反映したものであります。
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［参考１］四半期個別財務・業績の概況 （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 ％

20年２月期第１四半期 5,382 (△4.3) 72 (29.7) 96 (57.7) 49 －

19年２月期第１四半期 5,622 (△4.3) 56 (200.3) 61 (46.0) △19 －

（参考）19年２月期 20,429 (△2.5) 88 (△67.6) 313 (△14.4) △844 －

１株当たり四半期純利益
潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年２月期第１四半期 3 57 － －

19年２月期第１四半期 △1 36 － －

（参考）19年２月期 △59 93 － －

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

20年２月期第１四半期 15,876 9,524 60.0 690 14

19年２月期第１四半期 17,094 10,649 62.3 752 01

（参考）19年２月期 16,227 9,545 58.8 691 67

［参考２］

(1）平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 11,500 △300 △400

通期 25,000 300 10

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　0円72銭

(2）平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 9,500 10 △400

通期 10,000 120 △300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　△21円74銭

　（注）　通期業績予想につきましては、前回発表時（平成19年４月13日）の予想を変更しておりません。

※上記の業績予想は発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、実際の業績は、今後の様々な不

確定要因によって記載の数値と異なる可能性があります。

－ 3 －



１．（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当四半期
（平成20年２月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成19年２月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年２月期

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金 850 386 464 493

２．受取手形及び売掛金 2,800 2,857 △57 2,714

３．たな卸資産 2,449 3,151 △701 2,646

４．前払費用 610 644 △34 986

５．その他 855 828 26 744

６．貸倒引当金 △332 △271 △61 △270

流動資産合計 7,234 7,597 △363 7,314

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 8,080 8,057 23 7,980

２．無形固定資産 189 205 △16 179

３．投資その他の資産 1,305 1,768 △463 1,339

固定資産合計 9,575 10,032 △456 9,499

資産合計 16,809 17,629 △820 16,813

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金 3,330 3,541 △211 3,442

２．短期借入金 2,250 2,030 220 1,950

３．１年内返済予定長期借入金 80 80 － 80

４．未払金 892 635 257 852

５．未払法人税等 56 11 45 292

６．その他 597 551 46 485

流動負債合計 7,207 6,849 357 7,103

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 220 320 △100 240

２．退職給付引当金 162 160 2 148

３．その他 635 613 21 563

固定負債合計 1,018 1,094 △76 952

負債合計 8,225 7,943 281 8,055
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科目

当四半期
（平成20年２月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成19年２月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年２月期

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金 4,299 4,299 － 4,299

２．資本剰余金 4,263 4,263 － 4,263

３．利益剰余金 314 1,175 △861 487

４．自己株式 △325 △165 △159 △325

株主資本合計 8,551 9,572 △1,021 8,724

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金 30 113 △82 32

評価・換算差額等合計 30 113 △82 32

Ⅲ　新株予約権 1 － 1 1

純資産合計 8,583 9,686 △1,102 8,758

負債、純資産合計 16,809 17,629 △820 16,813
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２．（要約）四半期連結損益計算書

科目

当四半期
（平成20年２月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成19年２月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年２月期

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　売上高 6,111 6,319 △208 23,699

Ⅱ　売上原価 2,464 2,657 △193 10,117

返品調整引当金調整前売上
総利益

3,646 3,661 △15 13,582

返品調整引当金戻入額 126 133 △6 133

返品調整引当金繰入額 109 132 △23 126

売上総利益 3,664 3,662 1 13,589

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,796 3,856 △60 14,311

営業損失 131 193 △61 722

Ⅳ　営業外収益 19 15 3 285

Ⅴ　営業外費用 12 19 △6 43

経常損失 124 196 △72 480

Ⅵ　特別利益 76 262 △185 260

Ⅶ　特別損失 8 459 △450 520

税金等調整前四半期（当
期）純損失

56 394 △337 741

税金費用 46 66 △19 337

四半期（当期）純損失 103 460 △357 1,078
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５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19年２月28日　残高
（百万円）

4,299 4,263 487 △325 8,724

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当 － － △68 － △68

四半期純損失（△） － － △103 － △103

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

－ － △172 － △172

平成19年５月31日　残高
（百万円）

4,299 4,263 314 △325 8,551

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

評価・換算差
額等合計

平成19年２月28日　残高
（百万円）

32 32 1 8,758

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当 － － － △68

四半期純損失（△） － － － △103

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△1 △1 － △1

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

△1 △1 － △174

平成19年５月31日　残高
（百万円）

30 30 1 8,583
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前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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
（百万円）

4,299 4,263 1,707 △165 10,104

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △141 － △141

当期純損失（△） － － △1,078 － △1,078

自己株式の取得 － － － △159 △159

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計（百
万円）

－ － △1,220 △159 △1,379

平成19年２月28日　残高
（百万円）

4,299 4,263 487 △325 8,724

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

評価・換算差
額等合計

平成18年２月28日　残高
（百万円）

8 8 － 10,112

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － △141

当期純損失（△） － － － △1,078

自己株式の取得 － － － △159

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

23 23 1 25

連結会計年度中の変動額合計（百
万円）

23 23 1 △1,354

平成19年２月28日　残高
（百万円）

32 32 1 8,758
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当四半期

（平成20年２月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成19年２月期
第１四半期）

（参考）
平成19年２月期

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純損失 △56 △394 △741

減価償却費 51 48 196

減損損失 － 457 487

連結調整勘定償却額 3 3 12

受取利息及び受取配当金 △0 △0 △8

支払利息 7 9 37

有価証券売却益 － － △145

有形固定資産売却益 － △8 △8

有形固定資産売却損 － 0 0

有形固定資産除却損 4 1 12

営業権売却益 － △252 △252

ソフトウェア償却額 － － 17

売上債権の増（△）減額 △86 △1 141

たな卸資産の増（△）減額 196 11 515

前渡金の増（△）減額 △51 40 29

その他資産の増（△）減額 434 324 △14

仕入債務の増減（△）額 △110 828 809

未払金の増減（△）額 △52 △671 △513

その他負債の増減（△）額 △6 217 97

その他 △6 79 225

小計 326 695 899

利息及び配当金の受取額 2 0 8

利息の支払額 △6 △8 △39

法人税等の支払額 △288 △80 △49

営業活動によるキャッシュ・フロー 33 606 819
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当四半期

（平成20年２月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成19年２月期
第１四半期）

（参考）
平成19年２月期

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 △3 △117 △170

有形固定資産の売却による収入 － 251 251

投資有価証券の取得による支出 △0 △0 △2

投資有価証券の売却による収入 － － 486

非連結子会社株式の取得による支出 － － △4

敷金支払による支出 △17 △0 △128

差入保証金支払による支出 △5 △3 △5

差入保証金回収による収入 － － 4

貸付による支出 △3 － △5

貸付金の回収による収入 0 0 0

営業権譲渡による収入 － 252 252

その他 127 △2 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー 97 378 671

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 300 △900 △1,000

長期借入金の返済による支出 △20 △20 △80

自己株式の取得による支出 － － △159

配当金の支払額 △54 △62 △141

財務活動によるキャッシュ・フロー 225 △982 △1,380

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0 △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減（△）額 357 2 109

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 493 383 383

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 850 386 493
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５．セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第１四半期（自平成19年３月１日　至平成19年５月31日）

 
通信販売事業
（百万円）

店舗販売事業
（百万円）

不動産賃貸
事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 5,466 514 68 80 6,129 △18 6,111

営業費用 5,270 739 24 80 6,114 128 6,242

営業利益又は営

業損失（△）
196 △224 44 0 15 △147 △131

前第１四半期（自平成18年３月１日　至平成18年５月31日）

 
通信販売事業
（百万円）

店舗販売事業
（百万円）

不動産賃貸
事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 5,563 642 62 57 6,325 △6 6,319

営業費用 5,488 832 20 71 6,411 101 6,513

営業利益又は営

業損失（△）
75 △189 41 △13 △86 △107 △193

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

 
通信販売事業
（百万円）

店舗販売事業
（百万円）

不動産賃貸
事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 20,655 2,245 266 551 23,720 △20 23,699

営業費用 20,374 2,998 93 574 24,041 381 24,422

営業利益又は営

業損失（△）
281 △752 172 △23 △321 △401 △722

　（注）　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……小売店舗販売事業

(3）不動産賃貸事業…不動産の賃貸事業

(4）その他の事業……衣料品卸売事業、化粧品卸売事業
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