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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

(注)当四半期（21年3月期第2四半期）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 

  

(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2四半期 3,061 ― 42 ― 51 ― 19 ―

20年3月期第2四半期 2,511 ― 54 ― 71 ― 30 ―

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2四半期 968.52 968.52
20年3月期第2四半期 1,474.60 1,473.10

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2四半期 4,905 2,563 52.3 128,063.01
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2四半期  2,563百万円 20年3月期  2,615百万円

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 ― 750.00 ― 1,000.00 1,750.00
21年3月期 ― 1,250.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,250.00 2,500.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

   １株当たり（予想)当期純利益は、平成20年8月13日～平成20年10月22日に取得した自己株式500株を考慮した期中平均株式数に基づき算定しております。  

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 7,660 29.1 305 58.7 317 36.0 169 13.6 8,392.02

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、3ページ3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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2四半期  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2四半期  386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2四半期  20,360株 20年3月期第2四半期  20,407株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、サブプラ
イム問題に端を発した世界的な金融不安の高まり、株式市場の低迷、そして、原油をはじめ資源価格の高
騰などの影響を受け、企業の設備投資、収益力が低下傾向にあり、景気の減速感は一層強まってまいりま
した。 
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停滞していることから、厳しい環境下で推移いたしました。  
 このような市場環境の中、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）におい
て、ネット事業部門が取扱いブランド数の拡大及び人気ファッション雑誌「CanCam」（㈱小学館）との連
動企画などにより、好調に推移いたしました。さらに、ノーマディック(株)においても、ビジネスバッグ
など商品ラインアップを拡充するとともに、百貨店などの有力販路を獲得し、順調に業績を拡大いたしま
した。  
当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高30億61百万円、営業利益は42百万円、経常利益51百万円、

当四半期純利益は19百万円となりました。  
 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 事業規模の拡大に伴い、昨年秋に実施した当社システムの新規投資など減価償却費の負担が前年同

期に比べ23百万円増加いたしました。 

② 事業規模の拡大による人員の増加に伴い、昨年７月に当社オフィスを移転するなどオフィス関連費

用が前年同期に比べ、15百万円増加いたしました。 

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８百万円の営業

損失を計上いたしましたが、前年同期には、㈱カサ デ ロミカの業績は第２四半期より連結対象としたた

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。これによる影響額は約５百万円です。 

④ 有価証券利息による収入が前年同期に比べ、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、前年同期に発生

していなかった法人税が当第２四半期累計期間においては発生していること及び繰延税金資産に係る法人

税等調整額の発生などにより個別業績において税金等の負担が前年同期に比べ12百万円増加しました。 

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 ピン

グ 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２四半期累計期間におきましては、当社のネット事業部門が㈱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するとともに、主力ショッピングサイトの『Stylife』におい

ても、既存取扱いブランドの活性化に加え、新たに22ブランドの取扱いを開始するなど、商品力がより一

層強化できたことから、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26億49百万円、営業利益10百万円となりました。 

  

【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２四半期累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、ビジネスバッグなど商品ラインア

ップを拡充するとともに、百貨店など有力な販路の拡大に注力いたしました結果、順調に業績を伸ばしま

した。さらに、安定した生産体制を構築するなど業務効率が向上し、コスト面の改善も進みました。  

・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
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 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4億12百万円、営業利益31百万円となりました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,233,617千円増加し、4,905,427千円とな

りました。この主な要因は、現金及び預金が433,130千円、商品及び製品が179,835千円、未収入金が

348,211千円増加したこと等による流動資産の増加932,645千円と、有形固定資産が135,929千円、のれん

が183,647千円増加したこと等による固定資産の増加302,968千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1,285,280千円増加し、2,341,477千円となりました。 

 この主な要因は、未払金が282,730千円、短期借入金が564,246千円及び長期借入金が370,982千円増加

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51,663千円減少し、2,563,949千円となりました。 

 この主な要因は、自己株式取得の47,964千円によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、未収入金の347,362千円増加、未払金の190,213千円増加及び法

人税等の支払80,719千円等により、264,929千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、新規連結子会社株式の取得による支出351,970千円等

により、197,562千円の減少となりました。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500,000千円、長期借入による収入500,000千円、自己株式の取得による支出47,964千円等により、

865,866千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２四半期末残高は、987,094

千円となりました。  
  

  

当社グループでは、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日付で完全子会社化し、同社を化粧品事業の中核として、下期より収益事業として確立
いたします。  
㈱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、安定顧客を保有しお
り、安定した収益基盤を構築しております。  
さらに、ノーマディック㈱におきましても、大手流通チェーン店との契約を進めるなど、更なる業績拡大
を目指してまいります。  
今後も更なる業績向上に向け、順調に推移する見通しであり、当第２四半期累計期間におきましても利

益面を上方修正させていただいておりますが、個人消費の動向が不透明でもありますことから現時点にお
いて平成20年８月11日に公表いたしました通期業績予想から変更はございません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  
  

 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四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。 

  

   
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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
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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)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。 

  
  

(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２四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３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,046,132 613,001 

受取手形及び売掛金 806,950 841,405 

商品及び製品 609,196 429,361 

仕掛品 31,010 21,887 

原材料及び貯蔵品 18,930 22,361 

未収入金 385,846 37,634 

その他 165,259 163,777 

貸倒引当金 △2,616 △1,365 

流動資産合計 3,060,710 2,128,064 

固定資産 

有形固定資産 183,120 47,190 

無形固定資産 

のれん 432,812 249,164 

その他 201,980 200,271 

無形固定資産合計 634,792 449,436 

投資その他の資産 

投資有価証券 869,624 924,249 

その他 154,674 118,366 

投資その他の資産合計 1,024,299 1,042,616 

固定資産合計 1,842,211 1,539,242 

繰延資産 2,505 4,501 

資産合計 4,905,427 3,671,809 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 582,753 577,049 

未払金 490,323 207,592 

短期借入金 584,322 20,076 

未払法人税等 37,999 82,882 

賞与引当金 45,571 30,107 

返品調整引当金 16,941 22,444 

販売促進引当金 6,232 4,104 

その他 48,363 59,788 

流動負債合計 1,812,507 1,004,045 

固定負債 

社債 100,000 － 

長期借入金 386,668 15,686 

退職給付引当金 27,588 25,331 

役員退職慰労引当金 12,683 11,133 

その他 2,030 － 

固定負債合計 528,970 52,150 

負債合計 2,341,477 1,056,196 
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（単位：千円） 

当第２四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 458,946 459,634 

自己株式 △47,964 － 

株主資本合計 2,568,212 2,616,864 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △4,262 △1,252 

評価・換算差額等合計 △4,262 △1,252 

純資産合計 2,563,949 2,615,612 

負債純資産合計 4,905,427 3,671,809 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 3,061,505 

売上原価 1,894,242 

売上総利益 1,167,263 

返品調整引当金戻入額 22,444 

返品調整引当金繰入額 16,941 

差引売上総利益 1,172,766 

販売費及び一般管理費 1,130,482 

営業利益 42,284 

営業外収益 

受取利息 9,946 

持分法による投資利益 291 

その他 3,050 

営業外収益合計 13,289 

営業外費用 

支払利息 1,537 

株式交付費償却 1,996 

その他 708 

営業外費用合計 4,242 

経常利益 51,332 

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 52,122 

法人税、住民税及び事業税 34,262 

法人税等調整額 △1,859 

法人税等合計 32,403 

四半期純利益 19,719 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４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利益 52,122 

減価償却費 31,030 

のれん償却額 6,556 

株式交付費償却 1,996 

持分法による投資損益（△は益） △291 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 570 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,257 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,549 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,874 

販売促進引当金の増減額 83 

返品調整引当金繰入額 16,941 

受取利息及び受取配当金 △9,948 

為替差損益（△は益） △718 

支払利息 1,537 

長期前払費用の増減額（△は増加） △917 

投資有価証券売却損益（△は益） △790 

売上債権の増減額（△は増加） 73,032 

たな卸資産の増減額（△は増加） △138,291 

未収入金の増減額（△は増加） △347,362 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △20,094 

仕入債務の増減額（△は減少） △40,880 

未払金の増減額（△は減少） 190,213 

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,643 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,400 

小計 △189,574 

利息及び配当金の受取額 6,459 

利息の支払額 △1,094 

法人税等の支払額 △80,719 

営業活動によるキャッシュ・フロー △264,929 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 30,000 

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 △1,455 

無形固定資産の取得による支出 △13,056 

投資有価証券の売却による収入 120,000 

新規連結子会社株式の取得による支出 △351,970 

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 △197,562 

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 500,000 

短期借入金の返済による支出 △30,000 

長期借入れによる収入 500,000 

長期借入金の返済による支出 △35,762 

自己株式の取得による支出 △47,964 

配当金の支払額 △20,407 

財務活動によるキャッシュ・フロー 865,866 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 718 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 404,092 

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 987,094 
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年４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。 

  

  

  

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

2,649,269 412,236 3,061,505 ― 3,061,505

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 1,744 1,744 (1,744) ―

計 2,649,269 413,981 3,063,250 (1,744) 3,061,505

 営業利益 10,410 31,874 42,284 ― 42,284

(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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