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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 6,174 ― 350 ― 357 ― 210 ―

20年3月期第3四半期 4,892 31.7 247 △13.9 268 4.8 158 8.9

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3四半期 9,931.56 ―

20年3月期第3四半期 7,467.50 7,443.22

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3四半期 3,804 2,764 72.7 130,457.84
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3四半期  2,764百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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．その他をご覧下さい。  

(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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  21,190株 20年3月期第3四半期  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下さい。 
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。  
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響や円高・株安が企業業績を圧迫するととも

に雇用環境が悪化するなど、景気は急速に後退局面にあります。 

当社が属する衣料小売業界におきましても、競争環境の激化や景気の悪化の影響を受けたことによる消費者の生活

防衛意識が強まったことを背景に、秋冬商材の売れ行きが総じて低迷するなど非常に厳しい状況が続きました。 

このような環境の中、当社は人気女性誌との提携強化や人気ブランドの誘致に加え、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

揃え強化を進めるとともに、雑誌やメーカーとのコラボレーションアイテム等、限定商品の販売も強化しておりま

す。特に、(株)小学館の「CanCam」とは毎月の編集企画として行っている誌上通販企画と連動、同社の「Oggi」、

「PS」ともそれぞれ10月に通販連動企画を行いました。また、(株)主婦の友社の「Ray」、(株)講談社の「with」と

も継続的に同様の企画を行うことに加え、(株)宝島社の「InRed」とも11月に初の誌面連動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)サンエー・インターナショナルの「シャーロットロンソン」、(株)ビギ

の「MOGA」、(株)エゴイストの「エゴイスト」、(株)デュラスの「デュラスアンビエント」「デュラス」、イトキン

(株)の「シンシア・ローリー」、(株)ナノ・ユニバースの「ナノ・ユニバース」、(株)クロスカンパニーの「トピッ

クラックス」等の大型アパレルブランドを新たに導入しています。また、インナーウェアの取り扱いを開始し、(株)

ワコール、(株)トリンプ、マークスタイラー(株)の「ラグナムーン」、(株)サンエー・インターナショナルの「ジル

バイジルスチュアート」等のブランドを販売しております。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。新規顧客の獲得策としては、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するとともに、送料無料キャンペーンやマガ

シークカード10%OFFキャンペーン等、既存顧客への販売促進も行っています。アウトレットピーク事業では、店頭で

の販売不振の影響によって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３四半期累計期間中に14万８千人増加し、平成20年12月末現在89万２千人（前年同期

末比30.0％増）となりました。 

当社の当第３四半期累計期間の売上高は、総会員数の増加とそれに伴う販売商品数の増加の結果、6,174百万円

（前年同期比26.2％増）となりました。また、当第３四半期累計期間の営業利益は350百万円（同41.6％増）、経常

利益は357百万円（同33.3％増）、四半期純利益は210百万円（同33.0％増）となりました。 

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。「アプワイザー・リッシェ」や、「イング」「プロポーションボディドレッシング」

「キスミス」「ミッシュマッシュ」「ジャイロ」「バービー」のほか、「ジャスグリッティ」「ロペ」「アナ

イ」等の商品が売上を牽引しました。一方で、新たに取り扱いを始めたインナーウェアを含め、新規ブランドの

開拓やブランドの見直しも行いました。その結果、平成20年12月末現在では490以上のブランドを取り扱ってお

ります。さらに、(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、雑誌及びウェブ等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。以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は4,921百万円（同22.2％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」「モード・エ・ジャコモ」

「ジャイロ」「キスミス」「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。さらに、既存ブランドからの商材確保や、お楽しみ袋、浴衣、小物、靴等季節に対

応した企画商品の打ち出し、「アプワイザー・リッシェ」「ジャスグリッティ」「ボッシュ」「プレミアムバイ

ビッキー」「マテリア」「プロポーションボディドレッシング」といった大型ブランドの期間限定セール、ウェ

ブ等での広告を実施しました。以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,231百万円（同45.6％増）とな

りました。 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 
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③ その他事業  

広告事業を行っており、当第３四半期累計期間の売上高は21百万円（同21.3％増）となりました。 

（注）なお、「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。  

  

当第３四半期末の総資産額は、3,804百万円となり、前事業年度末と比較して76百万円減少いたしました。主な要

因は、現金及び預金が1,193百万円及び商品が109百万円増加したものの、有価証券1,405百万円が減少したことによ

るものであります。 

負債総額は、1,039百万円となり、前事業年度末と比較して207百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金105

百万円及び未払法人税等70百万円が減少したことによるものであります。 

純資産は、2,764百万円となり、前事業年度末と比較して130百万円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金

130百万円が増加したものであり自己資本比率は72.7％となりました。 

〈キャッシュ・フローの状況〉 

当第３四半期末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211百万円減少

し、当第３四半期末では1,925百万円となりました。 

当第３四半期累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100百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益357百万円による資金

の増加要因があったものの、たな卸資産の増加額111百万円、仕入債務の減少額105百万円及び法人税等の支払額

216百万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31百万円となりました。これは有形固定資産の取得10百万円及び無形固定資産

の取得21百万円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78百万円となりました。これは配当金の支払いによる支出であります。 

  

売上高は人気ファッション誌、人気ブランドとの提携や企画の強化等による総会員数や商品販売数の増加をベース

に今後も順調に推移する見通しです。また、利益面に関しても順調に推移する見通しです。 

現時点において平成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）」における通期の業

績予想から変更はございません。  

  

該当事項はありません。   

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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。  
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
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 1,925,991 731,994

売掛金 977,045 949,387

有価証券 － 1,405,168

商品 435,462 325,535

貯蔵品 7,520 5,475

前払費用 38,947 20,976

繰延税金資産 41,508 42,026

未収入金 52,341 37,309

その他 150 483

貸倒引当金 △168 △667

流動資産合計 3,478,799 3,517,690

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 28,901 30,784

工具、器具及び備品（純額） 82,091 95,137

有形固定資産合計 110,992 125,922

無形固定資産   

商標権 47,290 52,879

ソフトウエア 35,132 86,259

ソフトウエア仮勘定 32,769 －

無形固定資産合計 115,193 139,138

投資その他の資産   

繰延税金資産 4,458 3,196

敷金 94,577 94,577

その他 － 390

投資その他の資産合計 99,035 98,163

固定資産合計 325,222 363,224

資産合計 3,804,021 3,880,915
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
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 710,500 815,521

未払金 208,770 240,418

未払法人税等 50,608 121,197

賞与引当金 － 14,256

返品調整引当金 6,025 6,685

ポイント引当金 12,201 9,031

その他 46,200 36,214

流動負債合計 1,034,307 1,243,324

固定負債   

退職給付引当金 5,312 4,155

固定負債合計 5,312 4,155

負債合計 1,039,620 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 852,158 721,192

株主資本合計 2,764,401 2,633,435

純資産合計 2,764,401 2,633,435

負債純資産合計 3,804,021 3,880,915
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,174,208

売上原価 4,375,567

売上総利益 1,798,641

返品調整引当金戻入額 6,685

返品調整引当金繰入額 6,025

差引売上総利益 1,799,301

販売費及び一般管理費 1,449,289

営業利益 350,011

営業外収益  

受取利息 3,110

受取手数料 3,581

その他 1,167

営業外収益合計 7,859

経常利益 357,871

税引前四半期純利益 357,871

法人税、住民税及び事業税 148,165

法人税等調整額 △743

法人税等合計 147,421

四半期純利益 210,449
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 357,871

減価償却費 83,032

貸倒引当金の増減額（△は減少） △499

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） △659

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,170

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,157

受取利息 △3,110

売上債権の増減額（△は増加） △27,657

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,972

未収入金の増減額（△は増加） △15,032

仕入債務の増減額（△は減少） △105,020

未払金の増減額（△は減少） △44,702

その他 △9,273

小計 113,047

利息の受取額 3,110

法人税等の支払額 △216,743

営業活動によるキャッシュ・フロー △100,585

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 △10,593

無形固定資産の取得による支出 △21,021

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,614

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △78,972

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △211,172

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 1,925,991
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 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。  

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）四半期損益計算書 

  

  
前第３四半期累計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高        4,892,372

Ⅱ 売上原価        3,414,179

売上総利益        1,478,193

返品調整引当金戻入額        6,493

返品調整引当金繰入額        6,804

差引売上総利益        1,477,882

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,230,782

営業利益        247,100

Ⅳ 営業外収益        21,354

経常利益        268,455

Ⅶ 特別損失        13

税引前四半期純利益        268,442

法人税、住民税及び事業税  118,155      

法人税等調整額 △7,949  110,205

四半期純利益        158,236
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期累計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

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  268,442

減価償却費  104,134

貸倒引当金の増加額  636

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  311

ポイント引当金の増加額  580

退職給付引当金の増加額  1,151

受取利息 △4,634

固定資産除却損  13

売掛金の増加額 △212,670

たな卸資産の増加額 △166,145

未収入金の増加額 △13,078

買掛金の増加額  135,978

未払金の減少額 △19,417

その他 △12,589

小計  61,380

利息の受取額  4,634

法人税等の支払額 △194,013

営業活動によるキャッシュ・フロー △127,997

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 △23,918

無形固定資産の取得による支出 △38,248

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 △120,549

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △64,325

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,325

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △312,872

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３四半期末残高 
  

 1,803,570
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