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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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6月期第1四半期 1,200 ― △545 ― △543 ― △554 ―
20年6月期第1四半期 2,754 12.6 77 ― 77 ― 78 ―

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6月期第1四半期 △8,259.63 ―
20年6月期第1四半期 1,423.88 ―

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6月期第1四半期 3,573 1,397 36.8 19,597.28
20年6月期 4,217 1,992 45.3 28,457.85

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  1,316百万円 20年6月期  1,911百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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）

（注）連結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2四半期連結累計期間 4,800 0.0 △160 ― △160 ― △160 ― △2,381.94
通期 11,700 46.8 140 ― 140 ― 130 ― 1,935.33

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  

(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、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) 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） 

[（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。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。実際の実績等は業績の変化等により、
上記予想数値と異なる場合があります。 

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6月期第1四半期  67,226株 20年6月期  67,226株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  54株 20年6月期  54株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  67,172株 20年6月期第1四半期  55,334株
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当第1四半期連結会計期間におけるわが国のマクロ経済は、米国のサブプライムローン問題を契機とし
た国際金融市場の混乱やそれに伴う米国大手金融機関の破綻、更に為替の急激な変動に加え、原油・資源
価格の乱高下等、企業収益を取り巻く環境は依然厳しい状況が続き、未曾有の金融・経済危機は未だ収束
を迎える状況ではなく、また個人消費においても生活必需品の物価上昇や株価の低迷による消費者心理の
悪化とそれに伴う生活防衛意識の高まり等厳しい状況が今もなお続いております。  
 このような経営環境のなか当社グループは、美容・健康・フィットネスをキーワードとした商品開発を
行い、主力のダイレクトレスポンスＣＭを中心とした連動プロモーション（インフォマーシャルプラス）
により売上高拡大を図り、採算性改善を実現すべくグループ業績の回復に地道な事業運営を行ってまいり
ました。しかしながら当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、ヒット商品不足による売上高減
少とマクロ経済悪化も相俟って媒体効率の向上も厳しく、売上高1,200百万円（前年同期2,754百万円、
56.4％減）、営業損失545百万円（前年同期営業利益77百万円）、経常損失543百万円（前年同期経常利益
77百万円）、四半期純損失554百万円（前年同期四半期純利益78百万円）となりました。  
 各事業別セグメントの概況は以下のとおりであります。  

  

 ※  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。従いまして、当第１四半

期連結会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とでは、作成基準が異なるた

め前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

 
(1)物販事業  
（メディア営業事業）  
  メディア営業事業におきましては、オリジナル商品開発の加速、プロモーション強化による売上高の伸
張、またベスト電器、伊藤忠商事との資本業務提携により両社のもつ幅広い商材を活かしたライフスタイ
ル提案型の新しいTVショッピングプラットフォームの確立を当期の施策として掲げ業務遂行してまいりま
した。しかしながら、ヒット商品不足の事態は否めず、当部門の売上高は827百万円（前年同期比52.3％
減）となりました。  
 しかしながら、当第１四半期連結会計期間にリリースした当期の戦略的オリジナル商品「ツヤグラアイ
ロン」は、発売当初より卓越したレスポンスとなり、商品供給不足から顧客への納品が追いつかず、当第
１四半期連結会計期間末において大量の受注残となっております。当第２四半期連結会計期間以降におい
ては、生産体制の増強により供給体制を整え、更に全媒体を駆使したインフォマーシャルプラスによる売
上の 大化を目論んでおります。  
（ホールセール事業）  
  ホールセール事業におきましては、直接取引店舗の拡大と他社通販卸チャネルの強化を施策として掲げ
取り組んでまいりましたが、卸売商材の一巡、個人消費マインドの低下の影響も否めず、当部門の売上高
は337百万円（前年同期比65.9％減）となりました。  
 
(2)金融事業  
  主にトランクルームの事業者、利用者を対象とした入金管理・保証業務においては、当期において新規
契約事業者数が4社増加したこともあり、賃貸保証件数は順調に増加致しました。パルマ速払いサービス
というパート・アルバイト向け給料日前希望日払いASPサービスについては累計契約社数26社を対象にサ
ービス提供を行っています。  
 ファクタリング事業においては当期において累計で753百万円の売掛債権を取扱いました。それらを含
めた当事業部門の営業収益は、34百万円（前年同期比9.6%増）となりました。  
  

  

(1)資産・負債及び純資産の状況  
（資産）  
  流動資産は、前連結会計年度に比べて17.1％減少し2,861百万円となりました。これは、現金預金が522
百万円減少し、受取手形及び売掛金が136百万円減少したことなどによります。  
 固定資産は、前連結会計年度に比べて6.9％減少し711百万円となりました。これは投資有価証券が44百
万円減少したことなどによります。  
  この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて15.3％減少し、3,573百万円となりました。  
（負債）  
  流動負債は、前連結会計年度に比べて2.4％減少し2,098百万円となりました。これは、買掛金が61百万
円減少したことなどによります。  
固定負債は、前連結会計年度と比べて2.6％増加し77百万円となりました。これは、退職給付引当金が１

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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百万円増加したことによります。  
この結果、負債合計は、前連結会計年度に比べて2.2％減少し、2,176百万円となりました。  
（純資産）  
  純資産合計は、前連結会計年度に比べて29.9％減少し1,397百万円となりました。これは、主として利
益剰余金が554百万円減少したことなどによります。  
 
(2)キャッシュ・フローの状況  
  当第１四半期連結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、前連結会計年度末
に比べ522百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には909百万円となりました。  
 当第１四半期連結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）  
  営業活動の結果支出した資金は509百万円となりました。  
これは主に、税金等調整前当期純損失554百万円、売上債権の減少額136百万円、仕入債務の減少額61百万
円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）  
  投資活動の結果支出した資金は4百万円となりました。これは主に、ソフトウェアの取得5百万円による
ものであります。  
 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  
  財務活動の結果支出した資金は8百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によるものであ
ります。  
  

  

今後の見通しといたしましては、更なる世界的な金融危機、経済危機の収束が当面見えず、その影響に
よる景気後退や個人消費の低迷、また小売流通再編の加速等当社を取り巻く経営環境はますます厳しくな
るものと思われます。  
  当社グループの通期連結業績見通しといたしましては、平成20年8月22日に発表いたしました業績予想
に現段階として変更はありません。  
  

  
  

該当事項はありません。 
  

      ①一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の貸倒実績率等が前連結会計年度末に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。  
   ②固定資産の減価償却費の算定方法  
    減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分して算定しております。  
  

   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通常の販売目的で保有するたな資産については、従来、移動平均法による原価法によってまいりましたが、 
        当第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準9号 平成18年7月5日） 
        が適用されたことに伴い、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 
        切り下げの方法）により算定しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四 
        半期純損失が6百万円増加しております。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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９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６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,079,396 1,602,242 

受取手形及び売掛金 335,905 472,652 

有価証券 10,049 10,038 

商品 507,413 457,880 

営業貸付金 771,621 752,499 

その他 174,770 174,256 

貸倒引当金 △17,435 △17,429 

流動資産合計 2,861,720 3,452,140 

固定資産 

有形固定資産 86,909 95,875 

無形固定資産 67,502 65,903 

投資その他の資産 

投資有価証券 504,905 549,442 

その他 52,381 53,777 

投資その他の資産合計 557,286 603,220 

固定資産合計 711,699 764,999 

資産合計 3,573,419 4,217,140 

負債の部 

流動負債 

買掛金 228,174 289,415 

短期借入金 1,200,000 1,200,000 

未払法人税等 2,058 3,960 

賞与引当金 9,775 3,910 

未払金 589,910 573,706 

その他 68,685 78,194 

流動負債合計 2,098,604 2,149,187 

固定負債 

退職給付引当金 18,259 16,260 

役員退職慰労引当金 59,440 59,440 

固定負債合計 77,699 75,700 

負債合計 2,176,304 2,224,888 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,184,717 1,184,717 

資本剰余金 1,413,113 1,413,113 

利益剰余金 △1,176,535 △621,719 

自己株式 △16,461 △16,461 

株主資本合計 1,404,833 1,959,649 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △88,445 △48,078 

評価・換算差額等合計 △88,445 △48,078 

新株予約権 68,965 68,965 

少数株主持分 11,761 11,715 

純資産合計 1,397,114 1,992,252 

負債純資産合計 3,573,419 4,217,140 
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,200,207 

売上原価 543,825 

売上総利益 656,381 

販売費及び一般管理費 1,201,698 

営業損失（△） △545,316 

営業外収益 

受取利息 1,541 

デリバティブ評価益 1,318 

その他 663 

営業外収益合計 3,523 

営業外費用 

支払利息 602 

その他 720 

営業外費用合計 1,323 

経常損失（△） △543,115 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 150 

特別利益合計 150 

特別損失 

投資有価証券評価損 4,170 

たな卸資産評価損 6,914 

特別損失合計 11,084 

税金等調整前四半期純損失（△） △554,050 

法人税、住民税及び事業税 720 

法人税等合計 720 

少数株主利益 45 

四半期純損失（△） △554,815 
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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７月１日 
至 平成20年９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損失（△） △554,050 

減価償却費 13,241 

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,865 

未収消費税等の増減額（△は増加） △24,840 

売上債権の増減額（△は増加） 136,746 

営業貸付金の増減額（△は増加） △19,122 

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,618 

たな卸資産評価損 △6,914 

未収入金の増減額（△は増加） 25,573 

仕入債務の増減額（△は減少） △61,241 

未払金の増減額（△は減少） 16,345 

その他 2,488 

小計 △508,526 

利息及び配当金の受取額 2,090 

利息の支払額 △602 

法人税等の支払額 △2,370 

営業活動によるキャッシュ・フロー △509,408 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

無形固定資産の取得による支出 △5,874 

その他 929 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,945 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △8,340 

その他 △141 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,481 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △522,835 

現金及び現金同等物の期首残高 1,432,281 

現金及び現金同等物の四半期末残高 909,445 
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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。 

  

該当事項なし 

  

〔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７月１日 至 平成20年９月30日） 

 
（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 各区分の主な商品 

      (1) 物販事業  日用雑貨、運動器具、健康器具 

      (2) 金融事業  金融商品 

     ３ 会計処理の方法の変更  

      （棚卸資産の評価に関する基準）   

       ３ページの「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」②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更 

            による各事業の営業損失に与える影響は軽微であります。 

  

該当事項なし 

  

注記事項

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

物販事業
（千円）

金融事業
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

計
（千円）

 売上高

  (1)外部顧客に対する売上高 1,165,770 34,436 1,200,207 － 1,200,207

  (2)セグメント間の内部売上高 
    又は振替高

－ － － － －

  計 1,165,770 34,436 1,200,207 － 1,200,207

 営業損失（△） △537,880 △7,435 △545,316 0 △545,316

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）前四半期連結損益計算書    

 （単位：百万円）

科  目

前第１四半期連結累計期間

自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日

金  額

Ⅰ．売上高 2,754   

Ⅱ．売上原価 1,063   

  売上総利益 1,690   

Ⅲ．販売費及び一般管理費 1,612   

  営業利益 77   

Ⅳ．営業外収益 4   

Ⅴ．営業外費用 5   

  経常利益 77   

Ⅵ．特別利益 －  

Ⅶ．特別損失 －  

  税金等調整前四半期純利益 77   

  法人税、住民税及び事業税 0   

  少数株主損失 1   

  四半期純利益 78   
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(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

（2）（要約）前四半期連結キャッシュフロー計算書      

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30日

区  分 金    額

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純利益 77   

 減価償却費 2   

 貸倒引当金の減少額 0   

 賞与引当金の増加額 6   

 退職給付引当金の増加額 1   

 受取利息及び受取配当金 △ 1   

 支払利息 0   

 有価証券売却損 4   

 売上債権の減少額 50   

 営業貸付金の減少額 112   

 たな卸資産の増加額 △ 80   

 仕入債務の増加額 66   

 未払金の減少額 △ 93   

 未払消費税等の減少額 △ 34   

 その他 40   

小           計 153   

 利息及び配当金の受取額 1   

 利息の支払額 0   

 法人税等の支払額 △ 8   

   営業活動によるキャッシュ・フロー 146   

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 有価証券の売却による収入 42   

 有価証券の取得による支出 △ 26   

 有形固定資産の取得による支出 0   

 無形固定資産の取得による支出 △ 1   

 保証金の差入による支出 △ 33   

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の返済による支出 △ 22   

 長期借入金の返済による支出 △ 8   

 配当金の支払による支出 △ 73   

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 103   

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△減少) 23   

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,133   

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,156   
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