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１．平成 20 年３月期第３四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 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３月期第 3四半期 4,892 31.7 247 △13.9 268  4.8 158  8.9

19 年３月期第 3四半期 3,714 ― 287 ― 256 ― 145 ― 

19 年３月期 5,378 ― 406 ― 378 ― 216 ― 

 

 
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３月期第３四半期 7,467 50 7,443 22

19 年３月期第３四半期 7,665 75 7,660 39

19 年３月期 11,083 44 11,066 11

 
(2) 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３月期第３四半期 3,519 2,526 71.8 119,241 48

19 年３月期第３四半期 3,114 2,362 75.9 111,489 50

19 年３月期 3,425 2,433 71.0 114,834 98

 
(3) 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３月期第３四半期 △127 △120 △64 1,803

19 年３月期第３四半期 △4 △71 1,301 1,772

19 年３月期 353 △82 1,299 2,116

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 3 月期 ―  ― 3,061  00 3,061  00

20 年 3 月期   
20 年 3 月期（予想）  ―  ― 4,248  00

4,248  00

 
３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 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 7,700 43.2 527 29.7 531 40.2 300 38.8 14,157 62 
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４．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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。 

なお、業績予想の前提となる仮定及び業績の予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ【定性的情

報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景にした設備投資の増加により、景気は緩やかに回

復基調で推移したものの、個人消費は依然厳しい情勢が続きました。当社が属する衣料小売業界におきましては、

消費トレンドの多様化やヒット商品不足等に加え、天候不順の影響で秋物衣料が伸び悩むなど全体に厳しい状況

となりました。 

このような環境の中、引き続き当社は人気女性誌との提携強化や人気ブランドの誘致、コーディネート提案や

トレンドキーワード特集等の自社編集企画を実施し、顧客満足度の向上に努めてまいりました。マガシーク事業

では、(株)小学館、(株)主婦の友社、(株)講談社、(株)集英社、(株)扶桑社の人気ファッション誌と連動した各

雑誌毎の専用ショッピングサイトのコンテンツ内容と販売商品の品揃え強化を進めているほか、新たに(株)宝島

社と提携し、「sweet」掲載商品の販売をスタートしました。一方アパレルメーカーとの関係では、(株)フランド

ルの「イネド」、(株)イングの「イング」、(株)アイランドユニヴァースの「リデル」等の新規ブランドを導入し

ました。9月に新設したメンズ向けショッピングサイト「mfm （マガシークフォーメン）」では、(株)ベストセラ

ーズのメンズファッション誌「Men's JOKER」との連動、ミラノの有名セレクトショップの商品を紹介・販売する

コンテンツ、自社編集企画等を行い、国内ブランドのみならず、インポートブランド商品の品揃えも強化してお

ります。また、新規顧客の獲得策として、雑誌への広告掲載の継続に加えてリスティングやバナー等のウェブ広

告を実施しました。アウトレットピーク事業では、天候不順やトレンドの変化の影響により、アパレルメーカー

のセール用在庫が増加したこともあり、新規ブランドの誘致や商材の確保が順調に進みました。 

この結果、総会員数は、当第３四半期中に12万9千人増加し、平成19年12月末現在68万6千人（前年同期末比38.9%

増）となりました。 

当社の当第３四半期の売上高は、総会員数の増加とそれに伴う販売商品数の増加の結果、4,892百万円（前年同

期比31.7％増）となりました。また、当第３四半期の営業利益は247百万円（同13.9％減）、経常利益は268百万

円（同4.8％増）、四半期純利益は158百万円（同8.9％増）となりました。 

 

なお、事業部門別の実績は次の通りです。 

事業部門別売上高 
前第３四半期会計期間 

 (自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間
(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日)

増減 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)
事業部門 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
増減率 

(％) 
金額(千円) 

マガシーク事業 3,205,633 4,029,087 823,453 25.7  4,633,720

アウトレットピーク事業 477,505 845,588 368,083 77.1   700,424

 その他事業 31,833 17,696 △14,137 △44.4   44,796

 合    計 3,714,972 4,892,372 1,177,400 31.7  5,378,941

（注）上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

 

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。(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「プ

ロポーションボディドレッシング」「ミッシュマッシュ」「ジョイアス」のほか、「ジャイロホワイト」「組曲」等

の商品が売上を牽引しました。 また、 (株)小学館、(株)主婦の友社、(株)講談社、(株)集英社、(株)扶桑社、(株)

宝島社、(株)ベストセラーズの人気ファッション誌との誌面連動企画や掲載商品の販売、モデルを起用した自社

編集企画による販促強化、雑誌及びウェブ上での広告を実施しました。その結果、当第３四半期の売上高は4,029

百万円となりました。 

 

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。人気ブランド「アプワイザー・リッシェ」「ミッシュマッシュ」「ロ

ディスポット」「マニックス」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、お楽しみ袋などの企画商品の打ち出し、そしてウェブ広告等の施策の結果、当第３

四半期の売上高は845百万円となりました。 
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③ その他事業 

 広告事業等を行っており、当第３四半期の売上高は17百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

<財政状態の変動状況> 

前事業年度末から当第３四半期会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、流動資産が 3,089 百

万円から 3,175 百万円に増加したこと、及び純資産が 2,433 百万円から 2,526 百万円に増加したことが挙げ

られます。 

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が 716 百万円減少したものの、有価証券は 403 百万円、売掛

金 212 百万円及びたな卸資産が 166 百万円増加したことによるものであります。 

純資産の増加の主な要因は、配当金の支払いに伴う繰越利益剰余金が 64 百万円減少したものの、四半期利

益による繰越利益剰余金が 158 百万円増加したことによるものであります。 

 

<キャッシュ・フローの状況> 

当第３四半期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、前事業年度末から 312 百万

円減少し、当第３四半期会計期間末では 1,803 百万円となりました。 

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) 

営業活動により使用した資金は 127 百万円であります。これは主に税引前四半期純利益 268 百万円に

よる資金の増加要因はあったものの、売掛金の増加額 212 百万円及び法人税等の支払額 194 百万円等の

資金の減少要因があったためであります。 

(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 120 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 23 百

万円、無形固定資産の取得による支出 38 百万円及び敷金の差入による支出 58 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 64 百万円であります。これは配当金の支払いによる支出であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 20 年３月期の業績予想につきましては、当社の特徴として第４四半期の季節的変動要因が高いため、現時

点では平成 19 年９月 14 日に発表いたしましたとおり、売上高 7,700 百万円（前期比 43.2%増）、営業利益 527 百

万円（前期比 29.7%増）、経常利益 531 百万円（前期比 40.2%増）、当期純利益 300 百万円（前期比 38.8%増）と変

更ありません。 
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〔添付資料〕 

４．四半期財務諸表 

(1)四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末

（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成19年12月31日）
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

増減率 

（％） 
金額（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,772,587 399,692 △1,372,894 △77.5 1,116,258

２．売掛金  643,070 884,024 240,953 37.5 671,353

３．有価証券  － 1,403,878 1,403,878 － 1,000,184

４．たな卸資産  317,779 396,610 78,830 24.8 230,464

５．前払費用  9,759 12,641 2,881 29.5 12,006

６．繰延税金資産  15,877 34,337 18,460 116.3 27,355

７．未収入金  29,270 44,535 15,264 52.1 31,456

貸倒引当金  － △636 △636 － ―

流動資産合計  2,788,344 3,175,082 386,737 13.9 3,089,079

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1   

(1)建物付属設備  14,083 4,140 △9,942 △70.6 13,952

(2)工具器具備品  90,105 95,710 5,605 6.2 97,700

有形固定資産合計  104,188 99,851 △4,337 △4.2 111,652

２．無形固定資産    

(1)商標権  60,718 54,554 △6,163 △10.2 58,879

(2)ソフトウェア  122,366 91,676 △30,689 △25.1 127,419

無形固定資産合計  183,084 146,231 △36,853 △20.1 186,299

３．投資その他の資産    

(1)繰延税金資産  2,557 3,154 596 23.3 2,186

(2)敷金  36,195 94,577 58,382 161.3 36,195

(3)その他  － 925 925 － －

投資その他の資産合計  38,752 98,657 59,904 154.6 38,381

固定資産合計  326,025 344,739 18,713 5.7 336,333

資産合計  3,114,370 3,519,821 405,451 13.0 3,425,413
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前第３四半期会計期間末

（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成19年12月31日）
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

増減率 

（％） 
金額（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  507,333 716,976 209,642 41.3 580,997

２．未払金  138,537 185,829 47,292 34.1 214,061

３．未払法人税等  51,398 36,516 △14,881 △29.0 115,999

４．賞与引当金  － － － － 10,704

５. 役員賞与引当金  7,968 － △7,968 － 10,625

６. 返品調整引当金  5,946 6,804 857 14.4 6,493

７. ポイント引当金  5,947 8,357 2,410 40.5 7,777

８. その他 ※2 32,624 34,954 2,330 7.1 42,895

流動負債合計  749,755 989,437 239,682 32.0 989,554

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  2,152 3,656 1,504 69.9 2,505

固定負債合計  2,152 3,656 1,504 69.9 2,505

負債合計  751,908 993,094 241,186 32.1 992,059

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  1,156,618 1,156,618 － － 1,156,618

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  755,625 755,625 － － 755,625

資本剰余金合計  755,625 755,625 － － 755,625

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  177 177 － － 177

(2）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  450,042 614,306 164,264 36.5 520,933

利益剰余金合計  450,219 614,483 164,264 36.5 521,110

株主資本合計  2,362,462 2,526,726 164,264 7.0 2,433,353

純資産合計  2,362,462 2,526,726 164,264 7.0 2,433,353

負債純資産合計  3,114,370 3,519,821 405,451 13.0 3,425,413
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(2)四半期損益計算書 

  

前第３四半期会計期間

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日)

増減 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

増減率 

（％） 
金額（千円） 

Ⅰ 売上高  3,714,972 4,892,372 1,177,400 31.7 5,378,941

Ⅱ 売上原価  2,570,211 3,414,179 843,967 32.8 3,758,193

売上総利益  1,144,761 1,478,193 333,432 29.1 1,620,747

返品調整引当金戻入額  △5,352 △6,493 △1,140 21.3 △5,352

返品調整引当金繰入額  5,946 6,804 857 14.4 6,493

差引売上総利益  1,144,167 1,477,882 333,715 29.2 1,619,607

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 857,115 1,230,782 373,667 43.6 1,213,289

営業利益  287,052 247,100 △39,951 △13.9 406,318

Ⅳ 営業外収益 ※2 127 21,354 21,227 16,691.7 3,499

Ⅴ 営業外費用 ※3 30,950 － △30,950 － 31,050

経常利益  256,228 268,455 12,226 4.8 378,767

 Ⅵ 特別損失 ※4 2,142 13 △2,128 △99.4 2,422

税引前四半期（当期）

純利益 
 254,086 268,442 14,355 5.6 376,344

法人税、住民税及び事

業税 
 104,843 118,155 13,312 12.7 167,317

法人税等調整額  3,936 △7,949 △11,885 △302.0 △7,171

四半期（当期）純利益  145,307 158,236 12,928 8.9 216,198
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マガシーク株式会社 (3060）平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

(3)四半期株主資本等変動計算書 

  前第３四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合  計

平成18年３月31日残高

(千円) 
400,993  －  －  － 306,681 306,681 707,674

当四半期会計期間中の 

変動額 
 

  
  

 
 

新株の発行 755,625 755,625 755,625               1,511,250

  利益準備金の積立 

(注) 
               177 △177     －    －

役員賞与 (注)                      △1,770 △1,770 △1,770

  四半期純利益                   145,307 145,307 145,307

当四半期会計期間中の 

変動額合計(千円) 
755,625 755,625 755,625 177 143,360 143,537 1,654,787

平成18年12月31日残高

(千円) 
1,156,618 755,625 755,625 177 450,042 450,219 2,362,462

（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。 

 

当第３四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合  計

平成19年３月31日残高

(千円) 
1,156,618 755,625 755,625 177 520,933 521,110 2,433,353

当四半期会計期間中の 

変動額 
 

  
  

 
 

剰余金の配当                    △64,862 △64,862 △64,862

  四半期純利益                   158,236 158,236 158,236

当四半期会計期間中の 

変動額合計(千円) 
    －     －      －     － 93,373 93,373 93,373

平成19年12月31日残高

(千円) 
1,156,618 755,625 755,625 177 614,306 614,483 2,526,726

 

 

 

 

 

 

 - 8 -
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合  計

平成18年３月31日残高

(千円) 
400,993  －  －  － 306,681 306,681 707,674

事業年度中の変動額        

新株の発行 755,625 755,625 755,625               1,511,250

  利益準備金の積立 

(注) 
               177 △177     －    －

役員賞与 (注)                      △1,770 △1,770 △1,770

  当期純利益               216,198 216,198 216,198

事業年度中の変動額合

計(千円) 
755,625 755,625 755,625 177 214,251 214,428 1,725,678

平成19年３月31日残高

(千円) 
1,156,618 755,625 755,625 177 520,933 521,110 2,433,353

（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)四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前第３四半期会計期間

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日  

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31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 
 

   

税引前四半期（当期）純利益  254,086 268,442 376,344 

減価償却費  43,119 104,134 59,348 

貸倒引当金の増加額  － 636 － 

賞与引当金の増減額(△：減少)  △7,940 △10,704 2,764 

役員賞与引当金の増減額(△：減少)  7,968 △10,625 10,625 

返品調整引当金の増加額  593 311 1,140 

ポイント引当金の増加額  3,919 580 5,749 

退職給付引当金の増加額  1,097 1,151 1,450 

受取利息  △1 △4,634 △236 

支払利息  346 － 346 

株式交付費  11,860 － 11,960 

固定資産除却損  2,142 13 2,422 

売掛金の増加額  △229,944 △212,670 △258,227 

たな卸資産の増加額  △118,388 △166,145 △31,073 

未収入金の増加額  △5,951 △13,078 △8,137 

買掛金の増加額  128,602 135,978 202,266 

未払金の増減額(△：減少)  △7,684 △19,417 54,281 

その他  25,438 △12,589 35,543 

小計  109,265 61,380 466,569 

利息の受取額  1 4,634 236 

利息の支払額  △217 － △217 

法人税等の支払額  △113,467 △194,013 △113,420 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,419 △127,997 353,167 

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  △22,076 △23,918 △27,413 

無形固定資産の取得による支出  △49,029 △38,248 △55,405 

敷金の差入による支出  － △58,382 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △71,105 △120,549 △82,818 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純減少額  △200,000 － △200,000 

株式の発行による収入  1,501,307 － 1,499,289 

配当金の支払額  － △64,325 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,301,307 △64,325 1,299,289 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△：減少)  1,225,782 △312,872 1,569,638 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  546,805 2,116,443 546,805 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末 

（期末）残高 
※1 1,772,587 1,803,570 2,116,443 
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マガシーク株式会社 (3060）平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日      

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日      

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日     

至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

 

―――― 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

      同左 

 (2) 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。 

(2) たな卸資産 

 商品 

      同左   

 

貯蔵品 

       同左 

 

(2) 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 

(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) 貸倒引当金 

     ―――― 

(1) 貸倒引当金 

 債権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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

           ―――― 

 (2) 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第３

四半期会計期間に負担すべき額

を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

        ―――― 

(2) 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。 

 (3) 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

込額のうち当第３四半期会計期

間に負担すべき額を計上してお

ります。 

(3) 役員賞与引当金 

         ―――― 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度末における支給

見込額に基づき計上しておりま

す。 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日      

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日      

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日     

至 平成19年３月31日） 

 (4) 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、当第３四半期会計期間の売

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。 

(4) 返品調整引当金 

同左 

(4) 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。 

 (5) 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、当第３四半期会計期間末

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。

(5) ポイント引当金 

同左 

(5) 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。 

 (6) 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

第３四半期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、第３

四半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。 

(6) 退職給付引当金 

        同左 

(6) 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、第３四

半期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。 

      同左 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       同左 

６．四半期キャッシュ・

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       同左 

７．その他四半期財務諸

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 

消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日           

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日           

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

  当第３四半期会計期間より、「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

引前四半期純利益は、それぞれ7,968千円

少なく計上されております。 

―――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

  当事業年度より、「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

引前当期純利益は、それぞれ10,625千円少

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） 

当第３四半期会計期間より、「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

2,362,462千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第３四半期会計期間における四半期

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。     

―――― 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当事業年度より、「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

2,433,353千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。     

―――― 

(有形固定資産の減価償却の方法の変更）

法人税法の改正に伴い、当第３四半期会

計期間より、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

税法に基づく減価償却の方法に変更してお

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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追加情報 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日           

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日           

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

―――― 

(固定資産の耐用年数の変更） 

ソフトウェア及び一部の工具器具備品

は、従来、耐用年数を５年として減価償却

を行ってきました。しかし、当第３四半期

会計期間において基幹システム（ソフト

ウェア・ハードウェア）のキャパシティー

増強と業務効率の改善を目的に中期的な規

模拡大に対応すべきと判断し、全面リ

ニューアルを決定したことに伴い、基幹シ

ステムの耐用年数を残存利用可能期間等に

基づく耐用年数に変更いたしました。この

結果、従来の方法に比較して減価償却費が

38,976千円多く計上され、営業利益、経常

利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ同

額少なく計上されております。 

―――― 
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 注記事項 

 (四半期貸借対照表関係) 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

    24,766千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

   60,817千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額       

29,437千円 

※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。 

※2 消費税等の取扱い 

        同左 

※2            

―――― 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日         

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日         

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

※1 減価償却実施額 

  有形固定資産   14,012千円 

  無形固定資産   29,107千円 

※1 減価償却実施額 

  有形固定資産   31,580千円 

  無形固定資産   72,554千円 

※1 減価償却実施額 

  有形固定資産   19,183千円 

  無形固定資産   40,165千円 

 

※2 営業外収益のうち主要なもの 

  講演料収入       95千円 

  消費税等還付加算金  30千円 

※2 営業外収益のうち主要なもの 

  受取利息        4,634千円 

  受取手数料    16,121千円 

 

※2 営業外収益のうち主要なもの 

  受取利息          236千円 

  受取手数料    3,039千円 

 

※3 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息          346千円 

  株式交付費    11,860千円 

上場関係費用  18,320千円 

     

※3 営業外費用のうち主要なもの 

―――― 

 

※3 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息          346千円 

  株式交付費    11,960千円 

    上場関係費用   18,320千円 

 

※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  2,142千円 

 

※4 特別損失のうち主要なもの 

  固定資産除却損    

   工具器具備品     13千円 

 

※4 特別損失のうち主要なもの 

  固定資産除却損    

   工具器具備品    280千円 

      ソフトウェア  2,142千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末株式数

（株） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式   

   普通株式（注） 1,869 19,321 － 21,190

合計 1,869 19,321 － 21,190

（注）普通株式の発行済株式総数の増加19,321株は、株式分割による増加16,821株、公募による新株の発行による

増加2,000株、第三者割当による新株の発行による増加500株であります。  

 

２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末株式数

（株） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式   

   普通株式  21,190 － － 21,190

合計 21,190 － － 21,190

 

２．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19年6月26

日定時株主総会 
普通株式 64,862 3,061 平成19年3月31日 平成19年6月27日 

 

（2）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末の翌日以

降となるもの 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式数

（株） 

当事業年度減少株式数

（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

発行済株式   

   普通株式（注） 1,869 19,321 － 21,190

合計 1,869 19,321 － 21,190

（注）普通株式の発行済株式総数の増加19,321株は、株式分割による増加16,821株、公募による新株の発行による

増加2,000株、第三者割当による新株の発行による増加500株であります。  

 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

該当事項はありません。 
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（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（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19年6月26

日定時株主総会 
普通株式 64,862 利益剰余金 3,061 平成19年3月31日 平成19年6月27日 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日         

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日         

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日         

至 平成19年３月31日） 

※1．現金及び現金同等物の第３四半期末残

高と四半期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12月31日現在） 

※1．現金及び現金同等物の第３四半期末残

高と四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

（平成19年12月31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19年３月31日現在）

  現金及び預金勘定 1,772,587千円  現金及び預金勘定 399,692千円  現金及び預金勘定 1,116,258千円

  現金及び現金同等物 1,772,587千円  取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する

短期投資（有価証券）

1,403,878千円

 取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する

短期投資（有価証券）

1,000,184千円

    現金及び現金同等物 1,803,570千円  現金及び現金同等物 2,116,443千円

   

 

 (リース取引関係) 

前第３四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

該当事項はありません。 

当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

  前第３四半期会計期間末（平成18年12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。 

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在） 

 時価評価されていない有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

   キャッシュ・リザーブ・ファンド 1,403,878 

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

 時価評価されていない有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

   キャッシュ・リザーブ・ファンド 1,000,184 
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（デリバティブ取引関係） 

   前第３四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12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。 

当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12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。 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19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） 

前第３四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間において、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。 

当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

当第３四半期会計期間において、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18年４月１日 至平成19年３月31日） 

当事業年度において、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。 

 

（持分法損益等） 

  前第３四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

該当事項はありません。 

当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19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） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日        

至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 111,489円50銭 

１株当たり四半期純利益金額 7,665円75銭 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期純利益金額 

7,660円39銭 

 

 

１株当たり純資産額 119,241円48銭

１株当たり四半期純利益金額 7,467円50銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額 
7,443円22銭

 

 

１株当たり純資産額 114,834円98銭

１株当たり当期純利益金額 11,083円44銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
11,066円11銭

 
  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。 

  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株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

 
前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益（千円） 145,307 158,236 216,198 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 

（千円） 
145,307 158,236 216,198 

期中平均株式数（株） 18,955 21,190 19,506 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額 
   

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 13 69 31 

（うち新株予約権） (13) (69) （31） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

  － 

 

－ 

 

－ 
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