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１．平成20年２月期第３四半期の連結業績（平成19年３月１日　～　平成19年11月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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３四半期 17,922 (△1.0) △918 － △801 － △986 －

19年２月期第３四半期 18,098 (2.8) △430 － △198 － △660 －

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３四半期 △71 48 － －

19年２月期第３四半期 △46 64 － －

19年２月期 △76 54 － －

(2）連結財政状態  

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３四半期 17,321 7,680 44.2 555 38

19年２月期第３四半期 17,082 9,308 54.5 657 32

19年２月期 16,813 8,758 52.1 634 59

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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３四半期 △322 139 980 1,290

19年２月期第３四半期 884 708 △1,442 533

19年２月期 819 671 △1,380 493
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２．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）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 23,000 △2.9 △1,000 － △900 － △1,200 － △86 97

３．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　有

新規 １社 （社名　株式会社イマージュ）

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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３ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」を参照下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期（平成19年３月１日～平成19年11月30日）におけるわが国経済は、企業部門の堅調な展開を背景に、景

気は引き続き緩やかな回復基調で推移いたしましたが、米国のサブプライム問題を契機とした株安や法改正による住宅

着工の減少などもあり、先行きについては不透明感も漂う状況となっております。個人消費につきましては、雇用環境

の改善を背景に全体としては比較的堅調に推移いたしましたが、税金や社会保障などの負担増や石油関連製品価格の上

昇などもあり、消費者の購買マインドは盛り上がりに欠ける状況が続きました。

　このような経営環境のなかで、当社グループは、業績低迷が続く現況からの脱却を目指し、積極的な事業運営を進め

てまいりました。

　通信販売事業におきましては、不振の続く「イマージュ」カタログの商品力強化とカタログ誌面の改善に地道に取り

組みながら購買顧客数の回復による売上高の確保に努めると同時に、「イマージュ」カタログの姉妹媒体としての位置

付けを明確にした展開を図る「イマージュ ルージュ」カタログについては、対象顧客層である30歳代の女性に真に支持

される競争力のある商品の企画開発に取り組むとともに、タレントを活用したイメージ戦略によって購買顧客数の増大

に努めてまいりました。

　比較的順調な展開が続いている化粧品「ライスフォース」については、一層の拡大を図るべく、新規顧客獲得のため

の販売促進経費を積極的に投じてまいりました。

　店舗販売事業におきましては、春夏シーズンで不調であった「トランスコンチネンツ」ブランドのメンズ商材の企画

の見直しを実施するとともに、商品管理面等の店舗運営における効率の向上に努めてまいりました。

　当第３四半期の連結売上高は、通信販売事業におきまして、化粧品「ライスフォース」が比較的堅調に推移した反面、

衣料品系の「イマージュ」及び「イマージュ ルージュ」カタログが、残暑の影響もあって秋冬シーズンの立上がり時期

に弱含みで推移したこと、また、店舗販売事業におきましては、商品力改善等により10月度以降は回復の兆しが現れた

ものの、期初からの累計では前年同四半期を下回る実績にとどまったこと等から、179億２千２百万円（前年同四半期比

1.0％減）となりました。　　　

　損益面につきましては、売上高がほぼ前年同四半期並の水準にとどまった反面、化粧品事業の販売促進経費が増加し

たことや人件費負担が増加したこと等から、営業損益は９億１千８百万円の損失（前年同四半期は４億３千万円の損失）、

経常損益は８億１百万円の損失（同１億９千８百万円の損失）、四半期純損益は９億８千６百万円の損失（同６億６千

万円の損失）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の総資産は173億２千１百万円となり、前連結会計年度末比５億７百万円の増加となりました。

　資産につきましては、流動資産が７億３千８百万円増加し、固定資産が２億３千１百万円減少しました。

　負債につきましては、流動負債が11億８百万円、固定負債が４億７千６百万円それぞれ増加しました。

　純資産は10億７千７百万円減少して76億８千万円となり、自己資本比率は44.2％と前連結会計年度末に比して7.9ポイ

ント低下いたしました。

（連結キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期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12億９千万円となり、前連結会計年

度末と比較して７億９千７百万円の増加となりました。

　営業活動の結果使用した資金は３億２千２百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損益が７億６千

５百万円の損失となったこと及び仕入債務が３億９千万円増加したこと等を反映したものであります。

　投資活動の結果獲得した資金は１億３千９百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出１億６

千２百万円があった一方、有価証券売却による収入３億３千２百万円があったこと等を反映したものであります。

　財務活動の結果獲得した資金は９億８千万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額５億円及び長期借入

による収入６億円等を反映したものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当期の連結業績予想につきましては、平成19年10月12日に発表いたしました平成20年２月期の通期業績予想に変更は

ありません。

 

 

－ 3 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　　当社は、平成19年５月30日開催の定時株主総会において新設分割計画及び吸収分割契約の承認を受け、平成19年９

月３日をもって持株会社となり、衣料品、趣味・家庭用品等の通信販売事業を、新設分割により当社100％子会社であ

る株式会社イマージュ（新設会社）に承継するとともに、化粧品の通信販売事業を吸収分割により当社100％子会社で

ある株式会社アイムに承継いたしました。

　　また、同日、当社は商号を「株式会社イマージュホールディングス」に変更いたしました。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　（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。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　（内容）有形固定資産の減価償却方法

　　　　　法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づ

く新たな定率法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年２月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年２月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成19年２月期末

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 533 1,290 756 493

２．受取手形及び売掛金 3,180 2,925 △255 2,714

３．たな卸資産 2,427 2,616 189 2,646

４．前払費用 755 530 △224 986

５．その他 920 895 △25 744

６．貸倒引当金 △242 △204 38 △270

流動資産合計 7,573 8,052 479 7,314

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 7,977 8,044 67 7,980

２．無形固定資産 216 241 24 179

３．投資その他の資産 1,314 982 △331 1,339

固定資産合計 9,508 9,268 △240 9,499

資産合計 17,082 17,321 238 16,813

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金 3,463 3,831 368 3,442

２．短期借入金 1,700 2,450 750 1,950

３．１年内返済予定長期借入金 80 204 124 80

４．未払金 788 955 166 852

５．未払法人税等 108 6 △102 292

６．その他 643 763 120 485

流動負債合計 6,783 8,211 1,427 7,103

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 260 655 395 240

２．退職給付引当金 155 144 △10 148

３．その他 575 629 53 563

固定負債合計 990 1,428 438 952

負債合計 7,774 9,640 1,866 8,055
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科目

前年同四半期
（平成19年２月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年２月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成19年２月期末

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 905 △568 △1,473 487

４．自己株式 △165 △325 △159 △325

株主資本合計 9,302 7,669 △1,633 8,724

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金 4 △5 △9 32

評価・換算差額等合計 4 △5 △9 32

Ⅲ　新株予約権 1 9 7 1

Ⅳ　少数株主持分 － 7 7 －

純資産合計 9,308 7,680 △1,627 8,758

負債、純資産合計 17,082 17,321 238 16,813
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年２月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年２月期
第３四半期末）

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 18,098 17,922 △176 23,699

Ⅱ　売上原価 7,755 7,485 △269 10,117

返品調整引当金調整前売上
総利益

10,343 10,436 93 13,582

返品調整引当金戻入額 133 126 △6 133

返品調整引当金繰入額 160 154 △5 126

売上総利益 10,316 10,409 92 13,589

Ⅲ　販売費及び一般管理費 10,747 11,327 580 14,311

営業損失 430 918 487 722

Ⅳ　営業外収益 264 159 △104 285

Ⅴ　営業外費用 32 42 9 43

経常損失 198 801 602 480

Ⅵ　特別利益 260 61 △198 260

Ⅶ　特別損失 460 25 △434 520

税金等調整前四半期（当
期）純損失

398 765 366 741

税金費用 261 223 △38 337

少数株主損失 － 2 2 －

四半期（当期）純損失 660 986 325 1,078
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年３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

平成18年２月28日　残高
（百万円）

4,299 4,263 1,707 △165 10,104

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当 － － △141 － △141

四半期純損失（△） － － △660 － △660

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

－ － △802 － △802

平成18年11月30日　残高
（百万円）

4,299 4,263 905 △165 9,302

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

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当 － － － △141

四半期純損失（△） － － － △660

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△4 △4 1 △2

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

△4 △4 1 △804

平成18年11月30日　残高
（百万円）

4 4 1 9,308
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19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

平成19年２月28日　残高
（百万円）

4,299 4,263 487 △325 8,724

第３四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（△） － － △986 － △986

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

－ － △1,055 － △1,055

平成19年11月30日　残高
（百万円）

4,299 4,263 △568 △325 7,669

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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３四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（△） － － － － △986

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△37 △37 7 7 △22

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

△37 △37 7 7 △1,077

平成19年11月30日　残高
（百万円）

△5 △5 9 7 7,680
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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

－ 10 －



(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成19年２月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年２月期
第３四半期）

（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 △398 △765 △741

減価償却費 146 183 196

減損損失 456 － 487

連結調整勘定償却額 9 － 12

のれん償却額 － 9 －

受取利息及び受取配当金 △7 △7 △8

支払利息 29 32 37

有価証券売却益 △143 △117 △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 2 4 12

営業権売却益 △252 － △252

売上債権の増（△）減額 △323 △210 141

たな卸資産の増（△）減額 735 30 515

前渡金の増（△）減額 3 △18 29

その他資産の増（△）減額 184 392 △14

仕入債務の増減（△）額 831 390 809

未払金の増減（△）額 △534 61 △513

その他負債の増減（△）額 358 40 97

その他 △117 94 242

小計 969 121 899

利息及び配当金の受取額 7 7 8

利息の支払額 △28 △35 △39

法人税等の支払額 △63 △415 △49

営業活動によるキャッシュ・フロー 884 △322 819
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前年同四半期

（平成19年２月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年２月期
第３四半期）

（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 △140 △162 △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 △1 △1 △2

投資有価証券の売却による収入 384 332 486

非連結子会社株式の取得による支出 △4 △1 △4

敷金支払による支出 △56 △82 △128

敷金回収による収入 24 234 54

差入保証金支払による支出 △5 △5 △5

差入保証金回収による収入 4 5 4

貸付による支出 － △4 △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 △1 △175 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー 708 139 671

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 △1,250 500 △1,000

長期借入による収入 － 600 －

長期借入金の返済による支出 △60 △60 △80

自己株式の取得による支出 － － △159

配当金の支払額 △132 △69 △141

少数株主からの払込による収入 － 10 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,442 980 △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 149 797 109

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 383 493 383

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 533 1,290 493
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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〕

前第３四半期（自平成18年３月１日　至平成18年11月30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 15,609 2,015 183 305 18,113 △15 18,098

営業費用 15,381 2,503 59 322 18,266 262 18,529

営業利益又は営

業損失（△）
228 △487 123 △17 △152 △278 △430

当第３四半期（自平成19年３月１日　至平成19年11月30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 15,697 1,593 203 437 17,932 △10 17,922

営業費用 15,609 2,291 75 478 18,454 386 18,841

営業利益又は営

業損失（△）
88 △698 128 △40 △522 △396 △918

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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