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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 連結経営成績(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 1,589 ─ 61 ─ 66 ─ 34 ─

20年３月期第１四半期 1,299 ─ 88 ─ 101 ─ 89 ─

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 1,707 65 1,707 65

20年３月期第１四半期 4,368 49 4,360 14
(注)当四半期(21年３月期第１四半期)は、「四半期決算短信」の適用初年度にあたるため対前年同期増減率は記載しており
ません。また、前四半期より連結経営成績の開示をおこなっているため、対前年同期増減率は記載しておりません。

　(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

21年３月期第１四半期 3,793 2,627 69.3 128,753 84

　20年３月期 3,671 2,615 71.2 128,172 32
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 2,627百万円 20年３月 2,615百万円

2. 配当の状況

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 ─ ─ 750 00 ─ ─ 1,000 00 1,750 00

21年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年３月期(予想) ─ ─ 1,250 00 ─ ─ 1,250 00 2,500 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有

3. 平成21年３月期の連結業績予想（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２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 3,110 23.8 15 △72.5 20 △72.2 5 △83.4 245 01

通期 7,660 29.1 305 58.7 317 36.0 169 13.6 8,281 47
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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) ： 無

　 [新規 ─社 (社名 )  除外 ─社 (社名 )]

　

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、５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) 四半期連結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（四半期連結財務諸表作成
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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 発行済株式数（普通株式）
　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 20,407株 20年３月期 20,407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（四半期連結累計期間）
21年３月期第１四半期 20,407株 20年３月期第１四半期 20,407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.当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　２.上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
　実際の業績は今後様々な要因によって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、４ページ３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。
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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１四半期連結会計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、原油をはじ

め資源価格の高騰、株式市場の低迷、さらに企業の設備投資、収益力の低下などにより、景気の先行きに対

する不透明感が強くなっております。

また、当社グループの中核事業が属する衣料小売業界におきましても、景気先行きの不透明感と物価上昇

の影響から個人消費が伸び悩んでいることから、厳しい環境下で推移いたしました。

このような市場環境下、当社グループにおきましては、中核となります当社、スタイライフのｅ

コマース事業において顧客会員数が73万人を超えるなど順調に拡大いたしました結果、当第１四

半期連結会計期間の業績は、売上高15億89百万円、営業利益は61百万円、経常利益66百万円、当

四半期純利益は34百万円となり、平成21年３月期業績予想の達成に向け順調に進捗いたしました。

 

　なお、利益面が前年同期に比べ減益となりました主な要因は次のとおりであり、この一時的な要

因を除きますと増収増益基調で推移いたしました。 

① 当連結会計期間より、本格的に四半期決算を開始したことに伴い、月ヅレ返品の売上計上方法を第２四

半期決算及び通期決算と同一の基準を採用したことによる一時的な影響であり、第２四半期決算及び通期決

算では、影響はございません。具体的な影響は、前年同期と同一の基準で計上した場合と比べ、売上高で約

27百万円、営業利益、経常利益で約12百万円、当四半期純利益で約７百万円の減額となっております。

② 事業規模の拡大に伴い昨年秋に実施したシステム投資に係る減価償却費の負担が発生したことによるも

ので、影響額は約10百万円です。

③ 化粧品通販事業を新たな収益の柱とすべく子会社化した㈱カサ デ ロミカにおいて、同社の取扱商品の

認知度を高めていくことを目的にプロモーション費用など投資が先行したことから約５百万円の営業損失を

計上いたしました。前年同期には、㈱カサ デ ロミカの業績は連結対象ではなかったため、当第１四半期の

業績がそのまま減益要因となっております。

④ 有価証券利息による収入が前年同期に比べ、約６百万円の減収となるなど、営業外収益が減益となりま

した。

⑤ 当四半期純利益は、上記の要因に加え、当社(スタイライフ)において税務上の繰越欠損金が前下期に解

消したことから、個別業績において当第１四半期は法人税が発生しておりますが、前年同期には法人税が発

生しておらず、前年同期に比べ約21百万円の減益となり、これが連結業績にも影響いたしました。

事業別の実績は次のとおりです。 

　【小売事業】

小売事業では、当社のファッション通販雑誌『Look!s』、『大人Look!s』、インターネットショッピングサイト

『Stylife』（http://www.stylife.co.jp/）、『nuan+』（http://www.nuan.gr.jp/）、『CHU:SE』

（http://chuse.jp/）、モバイルショッピングサイト『スタイライフ☆Look!s』の自社メディアによるファッシ

ョン関連アイテムの通信販売が大半を占めており、その他、ノーマディック㈱のバッグなど生活雑貨の通信販

売、㈱カサ デ ロミカのコスメ商品の通信販売を計上しております。

当第1四半期連結会計期間におきましては、当社の通販事業において、ネット事業における㈱小学館の

「CanCam」など人気ファッション雑誌との通販連動企画が順調に推移いたしました。また、雑誌、インターネッ

ト、モバイルで展開する自社メディアにおいて、ブランドの改廃を適切に進め、有力ブランドの導入促進に注

力いたしました結果、順調に事業規模を拡大いたしました。

また、中長期的な成長戦略として、化粧品を中心に新たな収益事業を育成すべく、㈱カサ デ ロミカの事業

規 模 拡 大 に 取 り 組 む と と も に、 ビ ュ ー テ ィ ー 商 品 を 取 り 揃 え る 『Stylife beauty』

（http://beauty.stylife.co.jp/）を本年４月に開設いたしました。 

　さらに、中国の大手ポータルサイトで展開する日本ファッションのショッピングサイト『日本館』では、87

ブランドを取り揃え、本年４月にグランドオープンし、中国販路の礎を築きました。 

以上の結果、売上高13億83百万円、営業利益47百万円となりました。

　  

【卸売事業】 

　卸売事業は、ノーマディック㈱における全国の大型専門店や百貨店などへのバッグなど生活雑貨の卸売が大

半を占めております。その他、当社における在庫商品のアウトレット店舗での委託販売、㈱カサ デ ロミカに

おけるコスメ商品の委託販売等が主なものであります。 

当第１四半期連結会計期間におきましては、ノーマディック㈱において、主力商品の街歩きをテー

マとしたバッグを中心に幅広い世代から引続き安定した支持を集めるとともに、販路の拡大に注力い
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たしました結果、堅調に推移いたしました。 

　 一方、株式会社カサ デ ロミカでは、商品認知度の向上に注力いたしました結果、プロモーション費用な

ど投資が先行いたしました。 

　以上の結果、売上高２億５百万円、営業利益13百万円となりました。 

　  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ121,212千円増加し、3,793,022千

円となりました。この主な要因は、未収入金が349,225千円増加したこと等による流動資産の増加

250,108千円と、投資その他の資産の減少119,631千円によるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ109,345千円増加し、1,165,542千円となりました。

　この主な要因は、未払金が195,303千円増加したこと等によるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ11,867千円増加し、2,627,479千円となりました。

　この主な要因は、税金等調整後四半期純利益34,848千円増加と、配当金の支払20,407千円によ

るものであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、未収入金が349,225千円増加したこと等により、314,136千円の減

少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入120,000千円等によ

り、131,250千円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入

100,000千円、長期借入金の返済による支出35,762千円等により、23,831千円の増加となりました。これらに

より、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、424,934千円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当社グループでは、中核となる当社の通販事業において、多彩な他社メディアとの連動強化など、インタ

ーネット（ＰＣ）及びモバイルでのｅコマースを展開するネット事業部門の規模拡大を促進するとともに、

Look!s事業部門においては、原価率の改善をはじめとする収益力強化を重点施策として進めてまいります。 

　また、新規事業開発部門においては、社内外との連動等による新たな収益基盤を早期に構築すべく、ショ

ッピングサイト「nuan+」、中国事業、化粧品事業の拡大、立ち上げに注力してまいります。 

一方、子会社につきましては、化粧品事業を収益事業として一気に立ち上げるべく、新たに㈱ハ

イマックスを本年8月29日付けにて完全子会社化することを予定しており、これにより、平成21年

３月期の通期連結業績予想を本年8月11日に修正をさせていただいております。 

　㈱ハイマックスは、豆乳をベースとした自然派の化粧品を主に通信販売で展開し、安定顧客を保

有しており、当社グループの新たな収益基盤としての化粧品事業確立の中核を担ってまいります。
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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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末の算定したものと著しい変化

　がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお

　ります。

　

　

(3) 四半期連結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
①当第１四半期連結会計期間より、「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②当第１四半期会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号平成18

  年７月５日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額につい

　ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算出しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 454,934 613,001

受取手形及び売掛金 810,552 841,405

商品及び製品 544,706 429,361

仕掛品 12,790 21,887

原材料及び貯蔵品 23,882 22,361

未収入金 386,860 37,634

その他 146,311 163,777

貸倒引当金 △1,864 △1,365

流動資産合計 2,378,173 2,128,064

固定資産

有形固定資産 44,760 47,190

無形固定資産

のれん 245,886 249,164

その他 197,713 200,271

無形固定資産合計 443,599 449,436

投資その他の資産

投資有価証券 801,188 924,249

その他 121,796 118,366

投資その他の資産合計 922,984 1,042,616

固定資産合計 1,411,344 1,539,242

繰延資産 3,503 4,501

資産合計 3,793,022 3,671,809

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 482,125 577,049

未払金 402,895 207,592

短期借入金 80,000 20,076

未払法人税等 31,948 82,882

賞与引当金 21,118 30,107

返品調整引当金 20,281 22,444

販売促進引当金 4,249 4,104

その他 82,485 59,788

流動負債合計 1,125,103 1,004,045

固定負債

長期借入金 － 15,686

退職給付引当金 28,530 25,331

役員退職慰労引当金 11,908 11,133

固定負債合計 40,438 52,150

負債合計 1,165,542 1,056,196
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,456,775 1,456,775

資本剰余金 700,455 700,455

利益剰余金 474,075 459,634

株主資本合計 2,631,306 2,616,864

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,826 △1,252

評価・換算差額等合計 △3,826 △1,252

純資産合計 2,627,479 2,615,612

負債純資産合計 3,793,022 3,671,809
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,589,398

売上原価 944,326

売上総利益 645,072

返品調整引当金戻入額 22,444

返品調整引当金繰入額 20,281

差引売上総利益 647,235

販売費及び一般管理費 585,540

営業利益 61,695

営業外収益

受取利息 5,740

持分法による投資利益 488

その他 634

営業外収益合計 6,862

営業外費用

支払利息 678

株式交付費償却 998

その他 113

営業外費用合計 1,790

経常利益 66,767

特別利益

投資有価証券売却益 790

特別利益合計 790

税金等調整前四半期純利益 67,557

法人税、住民税及び事業税 32,774

法人税等調整額 △65

法人税等合計 32,709

四半期純利益 34,848
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(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

税金等調整前四半期純利益 67,557

減価償却費 15,556

のれん償却額 3,278

株式交付費償却 998

持分法による投資損益（△は益） △488

貸倒引当金の増減額（△は減少） 499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 774

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,989

販売促進引当金の増減額 144

返品調整引当金繰入額 20,281

受取利息及び受取配当金 △5,740

支払利息 678

為替差損益（△は益） △987

長期前払費用の増減額（△は増加） 717

投資有価証券売却損益（△は益） △790

売上債権の増減額（△は増加） 8,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △107,769

未収入金の増減額（△は増加） △349,225

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,273

仕入債務の増減額（△は減少） △94,923

未払金の増減額（△は減少） 222,730

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,958

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,159

小計 △240,479

利息及び配当金の受取額 7,342

利息の支払額 △678

法人税等の支払額 △80,321

営業活動によるキャッシュ・フロー △314,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の回収による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △869

無形固定資産の取得による支出 △6,800

投資有価証券の売却による収入 120,000

敷金及び保証金の差入による支出 △1,080

投資活動によるキャッシュ・フロー 131,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000

短期借入金の返済による支出 △20,000

長期借入金の返済による支出 △35,762

配当金の支払額 △20,407

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,831

現金及び現金同等物に係る換算差額 987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158,067

現金及び現金同等物の期首残高 583,001

現金及び現金同等物の四半期末残高 424,934
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注記事項

当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結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

該当事項なし

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

小売事業
(千円)

卸売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

　Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に

　 対する売上高
1,383,535 205,863 1,589,398 ― 1,589,398

(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
― 1,031 1,031 (1,031) ―

計 1,383,535 206,895 1,590,430 (1,031) 1,589,398

　営業利益 47,712 13,982 61,695 ― 61,695

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　 ２ 各区分の主な製品

　 小売事業・・・ファッション通販雑誌「Look!s」「大人Look!s」、インターネット

　 ショッピングサイト「Stylife」「nuan+」「CHU:SE」による

　 ファッション関連アイテムの通信販売及びバックなどの生活雑貨

　 並びにコスメ商品の通信販売であります。

　 卸売事業・・・バックなど生活雑貨及びコスメ商品等の卸売であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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