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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,992 ― 98 ― 107 ― 62 ―

20年3月期第1四半期 1,536 47.8 95 38.7 102 44.1 60 47.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 2,967.97 ―

20年3月期第1四半期 2,849.14 2,837.94

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

21年3月期第1四半期 3,707 2,616 70.6 123,494.25
20年3月期 3,880 2,633 67.9 124,277.27

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,616百万円 20年3月期  2,633百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 3,751.00 3,751.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3,540.00 3,540.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期累計期間 4,181 ― 143 ― 143 ― 82 ― 3,869.75
通期 9,150 28.9 432 △2.2 432 △6.6 250 △5.6 11,798.02

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  21,190株 20年3月期  21,190株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  21,190株 20年3月期第1四半期  21,190株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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下さい。なお、業績予想に関する事項は、３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。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



【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１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油高に伴う原材料価格の上昇や米国のサブプライムローン問題

に端を発する金融市場の混乱等により景気の減速傾向が一層強まり、先行きの不透明感が増す状況となりました。

当社が属する衣料小売業界におきましては、ガソリン・食料品等の値上げによる消費者の生活防衛が強まったこと

を背景に、厳しい環境が続きました。

このような経済状況のもとで、当社は人気女性誌との提携強化や人気ブランドの新規誘致に加え、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強化しました。マガシーク事業では、(株)小学館、(株)主婦

の友社、(株)講談社、(株)集英社の人気ファッション誌と連動した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おります。特に、(株)小学館の「CanCam」とは誌上通販企画との連動、また、

(株)主婦の友社の「Ray」とは特別付録による大規模な通販企画を行いました。一方、アパレルメーカーとの関係で

は、(株)コモードの「R&E」、(株)エスシステムの「シャインビーモデル」、フリーカンパニー(有)の「フリースト

ア」、(株)東京キャンの「キャンツー」、(株)ローカスターの「カリアング」等、カジュアルブランドや小物、靴

ブランドを中心に新規ブランドを導入しました。メンズファッションＥコマースサイト「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、自社編集企画等のコンテン

ツの充実を図り、商品の品揃えを強化しております。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アフィリエイト、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、ア

パレル業界全般にプロパー販売が不振なことから、各アパレルメーカーのセール用在庫が増加し、新規ブランドの

誘致や大型ブランドの期間限定セールの実施、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１四半期会計期間中に４万９千人増加し、平成20年６月末現在79万３千人（前年同

期末比32.4％増）となりました。

当社の当第１四半期の売上高は、総会員数の増加とそれに伴う販売商品数の増加の結果、1,992百万円（前年同期

比29.7％増）となりました。また、当第１四半期の営業利益は98百万円（同2.8％増）、経常利益は107百万円（同

3.9％増）、四半期純利益は62百万円（同4.2％増）となりました。

なお、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 

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。「プロポーションボディドレッシング」や「イング」「アプワイ

ザー・リッシェ」「ミッシュマッシュ」「ジャイロ」「レストローズ」のほか、「ロペ」「キスミス」「ジョ

イアス」等の商品が売上を牽引しました。一方で、新規ブランドの開拓を進めた結果、平成20年６月末現在で

は450以上のブランドにまで販売を拡大することができました。 また、 (株)小学館、(株)主婦の友社、(株)講

談社、(株)集英社、(株)光文社、(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。

「mfm （マガシークフォーメン）」も当事業に含まれています。その結果、当第１四半期の売上高は1,545百万

円（同22.7％増）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「ミッシュマッシュ」「ジャイロ」「アプワイ

ザー・リッシェ」「ロディスポット」「ブラックバイマウジー」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順調に進みました。一方、既存ブランドからの商材確保、福袋やお楽しみ袋などの企画

商品の打ち出し、「ボッシュ」「プライベートレーベル」「マテリア」「イネド」「クイーンズコート」等の

大型ブランドの期間限定セールの実施、ウェブ広告等の効果もあり、当第１四半期の売上高は438百万円（同

60.9％増）となりました。

③　その他事業

広告事業を行っており、当第１四半期の売上高は８百万円（同83.7％増）となりました。



２．財政状態に関する定性的情報

前事業年度末から当第１四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3,517百万円から

3,358百万円に減少したこと、及び流動負債が1,243百万円から1,086百万円に減少したことが挙げられます。

　流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が302百万円減少したことによるものであります。

　流動負債の減少の主な要因は、法人税等の支払い等に伴い未払法人税等が83百万円減少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１四半期会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前事業年度末から301百万円

減少し、当第１四半期会計期間末では1,836百万円となりました。

 

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）

営業活動の結果使用した資金は230百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益107百万円による資金

の増加要因はあったものの、売上債権の増加額77百万円、仕入債務の減少額74百万円及び法人税等の支払額116百

万円等の資金の減少要因があったこと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）

投資活動の結果使用した資金は３百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は67百万円となりました。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

当第１四半期の業績につきましては、平成20年４月28日に公表いたしました「平成20年３月期　決算短信（非連

結）」における公表値に対し、概ね計画通りに推移しており、第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はご

ざいません。

 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　    該当事項はありません。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 429,666 731,994

売掛金 1,026,492 949,387

有価証券 1,406,410 1,405,168

商品 386,660 325,535

貯蔵品 4,161 5,475

前払費用 22,217 20,976

繰延税金資産 32,561 42,026

未収入金 50,234 37,309

その他 1,331 483

貸倒引当金 △939 △667

流動資産合計 3,358,797 3,517,690

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 30,156 30,784

工具、器具及び備品（純額） 91,548 95,137

有形固定資産合計 121,705 125,922

無形固定資産   

商標権 51,249 52,879

ソフトウエア 68,334 86,259

ソフトウエア仮勘定 9,224 －

無形固定資産合計 128,808 139,138

投資その他の資産   

繰延税金資産 3,842 3,196

敷金 94,577 94,577

その他 22 390

投資その他の資産合計 98,441 98,163

固定資産合計 348,955 363,224

資産合計 3,707,753 3,880,915



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 740,945 815,521

未払金 248,151 240,418

未払法人税等 37,457 121,197

賞与引当金 － 14,256

返品調整引当金 7,155 6,685

ポイント引当金 9,647 9,031

その他 42,850 36,214

流動負債合計 1,086,207 1,243,324

固定負債   

退職給付引当金 4,702 4,155

固定負債合計 4,702 4,155

負債合計 1,090,910 1,247,480

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,156,618 1,156,618

資本剰余金 755,625 755,625

利益剰余金 704,600 721,192

株主資本合計 2,616,843 2,633,435

純資産合計 2,616,843 2,633,435

負債純資産合計 3,707,753 3,880,915



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,992,279

売上原価 1,401,391

売上総利益 590,887

返品調整引当金戻入額 6,685

返品調整引当金繰入額 7,155

差引売上総利益 590,417

販売費及び一般管理費 491,927

営業利益 98,489

営業外収益  

受取利息 1,552

受取手数料 6,711

その他 273

営業外収益合計 8,537

経常利益 107,027

税引前四半期純利益 107,027

法人税、住民税及び事業税 35,316

法人税等調整額 8,819

法人税等合計 44,136

四半期純利益 62,891



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 107,027

減価償却費 29,671

貸倒引当金の増減額（△は減少） 272

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,256

返品調整引当金の増減額（△は減少） 470

ポイント引当金の増減額（△は減少） 616

退職給付引当金の増減額（△は減少） 547

受取利息 △1,552

売上債権の増減額（△は増加） △77,104

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,812

未収入金の増減額（△は増加） △12,924

仕入債務の増減額（△は減少） △74,576

未払金の増減額（△は減少） △17,146

その他 2,980

小計 △115,789

利息の受取額 1,552

法人税等の支払額 △116,551

営業活動によるキャッシュ・フロー △230,787

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 △3,278

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,278

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △67,019

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △301,085

現金及び現金同等物の期首残高 2,137,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,836,077



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,536,162

Ⅱ　売上原価 1,062,898

売上総利益 473,264

返品調整引当金戻入額 6,493

返品調整引当金繰入額 6,668

差引売上総利益 473,089

Ⅲ　販売費及び一般管理費 377,294

営業利益 95,795

Ⅳ　営業外収益  

　受取利息 　 1,526

　受取手数料 5,561

　その他 99

　　　営業外収益合計 7,187

経常利益 102,982

Ⅶ　特別損失  

　固定資産除却損 13

　特別損失合計 13

税引前四半期純利益 102,969

法人税、住民税及び事業税 30,902

法人税等調整額 11,694

法人税等合計 42,596

四半期純利益 60,373



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純利益　 102,969

　減価償却費 17,686

　賞与引当金の減少額 △10,704

　役員賞与引当金の減少額 △10,625

　返品調整引当金の増加額 175

　ポイント引当金の増加額 2,051

　退職給付引当金の増加額 469

　受取利息 △1,526

　固定資産除却損 13

　売掛金の増加額 △98,531

　たな卸資産の増加額 △17,310

　未収入金の増加額 △10,708

　買掛金の減少額 △40,527

　未払金の減少額 △3,508

　その他 △11,565

小計 △81,642

　利息の受取額 1,526

　法人税等の支払額 △110,181

営業活動によるキャッシュ・フロー △190,297

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 △10,122

　無形固定資産の取得による支出 △28,062

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,184

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △54,076

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,076

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △282,557

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,116,443

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末残高 1,833,885



（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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