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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）当四半期（21年3月期第3四半期）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3四半期 5,100 ― 116 ― 133 ― 63 ―
20年3月期第3四半期 4,273 ― 207 ― 233 ― 155 ―

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 3,162.72 3,162.72
20年3月期第3四半期 7,640.72 7,634.87

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 4,907 2,565 52.3 128,887.71
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3四半期  2,565百万円 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  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 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、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） 

（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） 

※ 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3四半期  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3四半期  500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3四半期  20,213株 20年3月期第3四半期  20,407株
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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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31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、株式市場の低迷、そして、企業の設備投資や収益

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、当社グループの主要な関連業界である衣料小売業界におきましても、景気の先行き不透明

感が一層強まる中、個人消費が停滞し、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、インターネットショッピングサイト

『Stylife』を中心に取扱ブランド数を増加させるなど、ネット事業部門は順調に事業規模を拡大い

たしました。 

さらに、ノーマディック㈱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させるとと

もに百貨店などの有力販路を獲得し、好調に推移いたしました。 

また、平成20年８月29日に連結子会社化した㈱ハイマックス（豆乳せっけんや豆乳をベースとし

た基礎化粧品等の販売）の業績を当四半期より計上し、業績に貢献いたしました。 

一方、インターネットの普及に伴い苦戦が続いている出版業界の影響を受け、Look!s事業部門に

おいて通販雑誌「Look!s」「大人Look!s」の販売数が伸び悩みました結果、商品販売が前年同期を

下回る結果となりました。さらに、ネット事業部門におきましても、ファッション誌との連動企画

による商品販売が計画を下回りました。 

また、四半期決算短信の適用初年度となり単純に前年同期との比較はできませんが、仮に前年同

期と単純比較した場合、一時的に減益要因となりました事項は以下のとおりです。 

① 四半期決算の本格導入に伴い、月ズレ返品の売上計上方法を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により、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24百万円、営業利益で約９百万円の減額となっております。なお通期決算では影響はござ

いません。 

② 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27百万円増加いたしました。 

③ 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（家賃及び水道光熱費）が前年同期に比べ、22百万円増加いたしました。 

④ 有価証券利息による収入が前年同期に比べ、10百万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、前年同期に比べ、法人税が

多く発生していること、及び繰延税金資産の減少による法人税等調整額の発生など、税金等

の負担が前年同期に比べ８百万円増加いたしました。 

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高51億円、営業利益１億16百万円、経常

利益１億33百万円、当四半期純利益63百万円となりました。 

 

事業別の実績は次のとおりです。 

なお、当第３四半期より、化粧品販売を中核とする㈱ハイマックスを連結損益に加えたことから、

ファッションコマース事業、コスメ事業、生活雑貨事業、その他事業の４つの事業区分に変更いた

しました。 

【ファッションコマース事業】 

ファッションコマース事業は、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/）、

『OUTLET 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を主に計上しております。 
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当第３四半期連結累計期間におきましては、主力ショッピングサイトの『Stylife』を中核に業績

を順調に拡大させてまいりました。特に、こだわりのファッション商品を取扱う『nuan＋』、スタイ

ライフのテイストを活かしたアウトレット商品を取扱う『OUTLET CHU:SE』は急拡大いたしました。 

一方、インターネットメディアの普及から苦戦する出版業界の影響を受け、『Look!s』、『大人

Look!s』の実売数が伸び悩み、これに伴い本雑誌による商品販売は前年同期を下回りました。 

以上の結果、売上高40億86百万円、営業利益33百万円となりました。 

【コスメ事業】 

コスメ事業は、㈱ハイマックス、及び㈱カサ デ ロミカにおける化粧品販売等が主なものであり

ます。 

 当第３四半期連結累計期間におきましては、㈱カサ デ ロミカにおいて、テレビショッピング大

手のＱＶＣでの販売など有力な販路と商品認知度の向上に取り組みました結果、投資が先行いたし

ました。 

一方、新たに加わった㈱ハイマックスでは、当社グループとのシナジー効果をあげるべく物流体

制の見直しなどを進め収益基盤のより一層の強化に取り組む中、安定した既存顧客の支持と新規顧

客の開拓が順調に進みました。この結果、㈱ハイマックスの業績貢献は、当第３四半期(３ヶ月間)

ながらコスメ事業を黒字化し、主要収益事業として立ち上げることができました。 

以上の結果、売上高２億46百万円、営業利益１百万円と初めて黒字転換いたしました。 

【生活雑貨事業】 

生活雑貨事業は、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

雑貨の卸売が主なものであります。 

当第３四半期連結累計期間におきましては、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、ノーマディック㈱として過

去最高ペースで業績が推移いたしました。 

以上の結果、売上高６億31百万円、営業利益65百万円となりました。 

【その他事業】 

その他事業は、他社の通信販売業務をサポートするフルフィルメント事業などが主なものであり

ます。 

当第３四半期連結累計期間におきましては、新たにECシステムの提供も開始いたしました。 

以上の結果、売上高１億35百万円、営業利益15百万円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度に比べ1,236,019千円千円増加し、4,907,828

千円となりました。この主な要因は、商品及び製品が224,263千円、未収入金が491,429千円増加

したこと等による流動資産の増加933,370千円と、有形固定資産が131,993千円、のれんが177,198

千円増加したこと等による固定資産の増加305,643千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1,285,864千円増加し、2,342,061千円となりました。 

この主な要因は、未払金が236,241千円、短期借入金が693,736千円および長期借入金が342,649

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49,845千円減少し、2,565,767千円となりました。 

この主な要因は、自己株式取得の56,968千円によるものであります。 
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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、税金等調整前四半期純利益133,715千円を確保しました

が、棚卸資産の181,181千円増加、未収入金の490,315千円増加及び法人税等の支払134,207千円等

により、572,463千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、有価証券の取得による支出145,875千円、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、373,545千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630,000千円、長期借入れによる収入500,000千円、長期

借入金の返済による支出64,095千円、自己株式取得による支出56,968千円等により、932,993千円

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３四半期末残高は、570,684千円

となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績の見通しにつきましては、国内景気の減速感が一層強まり、個人消費は依然として低迷する

ものと考えられます。このような市場環境下ではありますが、当社グループが提供するサービスに

つきましては、ファッションコマースのネット事業を中心に事業規模を拡大を続けており、当第４

四半期以降につきましても、以下の施策を着実に実施し、事業規模の拡大を図ってまいります。 

【ファッションコマース事業】 

ネット事業部門では、『Stylife』を中核に急速に拡大する『nuan＋』『OUTLET CHU:SE』、『ス

タイライフ☆Look!s』の各ショッピングサイトにおいて、取扱ブランドの拡大など商品力を強

化するとともに、当社独自の編集機能による魅力的なコンテンツを拡充させることで、集客力

の拡大、※コンバージョンレートの向上を図ってまいります。 

Look!s事業部門では、有力ブランド「snidel(スナイデル)」との連動によるブランドブック

を本年３月に発行し収益機会の拡大に取り組みます。さらに、主力である『大人Look!s』（本

年２月発売）と『Look!s vol.45号』（本年３月発売）の販促プロモーションの強化に取り組み、

雑誌自体の実売数を増大させ、掲載商品の販売を活性化させてまいります。 

新規事業開発部門では、好調な『nuan＋』の収益力を一層高めるとともに、中国事業など将来

を見据えた事業育成にも注力してまいります。 

※コンバージョンレート：サイト訪問者数に占める商品購入者数の割合 

【コスメ事業】 

㈱ハイマックスでは、当社との物流部門との統合により、グループシナジーの最大化に向け

て基盤を構築してまいります。さらに、同社のメインブランドである「豆腐の盛田屋」がプロ

デュースする“美容と健康”をキーワードにしたカフェを本年３月に東京都内に開設するなど、

「豆腐の盛田屋」を全国ブランドへと向上させ、新規顧客の獲得を強化してまいります。 

 【生活雑貨事業】 

ノーマディック㈱におきまして、大手流通チェーン店との契約を進めるなど販路を拡大させ、

更なる業績向上を目指してまいります。 

【その他事業】 

  当社が培ったｅコマースビジネスのノウハウ及び資産をフル活用し、フルフィルメント事業

を新たな収益事業として確立すべく引続き注力してまいります。 

以上により、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。 
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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３四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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 629,722 613,001

受取手形及び売掛金 884,813 841,405

有価証券 146,562 －

商品及び製品 653,624 429,361

仕掛品 24,566 21,887

原材料及び貯蔵品 23,836 22,361

未収入金 529,064 37,634

その他 172,102 163,777

貸倒引当金 △2,857 △1,365

流動資産合計 3,061,435 2,128,064

固定資産   

有形固定資産 179,183 47,190

無形固定資産   

のれん 426,363 249,164

その他 207,259 200,271

無形固定資産合計 633,623 449,436

投資その他の資産   

投資有価証券 861,484 924,249

その他 174,179 118,366

貸倒引当金 △3,583 －

投資その他の資産合計 1,032,080 1,042,616

固定資産合計 1,844,886 1,539,242

繰延資産 1,507 4,501

資産合計 4,907,828 3,671,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 528,656 577,049

未払金 443,834 207,592

短期借入金 713,812 20,076

未払法人税等 31,424 82,882

賞与引当金 32,156 30,107

返品調整引当金 3,984 22,444

販売促進引当金 13,702 4,104

その他 72,477 59,788

流動負債合計 1,840,047 1,004,045

固定負債   

社債 100,000 －

長期借入金 358,335 15,686

退職給付引当金 28,590 25,331

役員退職慰労引当金 13,458 11,133

その他 1,630 －
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

固定負債合計 502,013 52,150

負債合計 2,342,061 1,056,196

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 478,129 459,634

自己株式 △56,968 －

株主資本合計 2,578,392 2,616,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,624 △1,252

評価・換算差額等合計 △12,624 △1,252

純資産合計 2,565,767 2,615,612

負債純資産合計 4,907,828 3,671,809
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 5,100,413

売上原価 3,060,475

売上総利益 2,039,937

返品調整引当金戻入額 22,444

返品調整引当金繰入額 3,984

差引売上総利益 2,058,397

販売費及び一般管理費 1,941,561

営業利益 116,835

営業外収益  

受取利息 14,506

受取補償金 6,040

その他 6,750

営業外収益合計 27,297

営業外費用  

支払利息 4,746

株式交付費償却 2,994

持分法による投資損失 1,262

その他 1,484

営業外費用合計 10,488

経常利益 133,644

特別利益  

投資有価証券売却益 790

特別利益合計 790

特別損失  

投資有価証券評価損 719

特別損失合計 719

税金等調整前四半期純利益 133,715

法人税、住民税及び事業税 68,942

法人税等調整額 844

法人税等合計 69,786

四半期純利益 63,928
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,038,907

売上原価 1,166,233

売上総利益 872,674

返品調整引当金戻入額 16,941

返品調整引当金繰入額 3,984

差引売上総利益 885,630

販売費及び一般管理費 811,079

営業利益 74,551

営業外収益  

受取利息 4,560

受取補償金 5,649

その他 5,362

営業外収益合計 15,572

営業外費用  

支払利息 3,209

株式交付費償却 998

持分法による投資損失 1,554

為替差損 1,929

その他 119

営業外費用合計 7,811

経常利益 82,312

特別損失  

投資有価証券評価損 719

特別損失合計 719

税金等調整前四半期純利益 81,593

法人税、住民税及び事業税 34,679

法人税等調整額 2,704

法人税等合計 37,383

四半期純利益 44,209
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 133,715

減価償却費 49,595

のれん償却額 13,005

株式交付費償却 2,994

持分法による投資損益（△は益） 1,262

貸倒引当金の増減額（△は減少） 810

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,258

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,324

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,540

販売促進引当金の増減額 7,552

返品調整引当金繰入額 3,984

受取利息及び受取配当金 △14,508

為替差損益（△は益） △698

支払利息 4,746

長期前払費用の増減額（△は増加） 356

投資有価証券売却損益（△は益） △790

投資有価証券評価損益（△は益） 719

売上債権の増減額（△は増加） △4,830

たな卸資産の増減額（△は増加） △181,181

未収入金の増減額（△は増加） △490,315

その他の流動資産の増減額（△は増加） △17,227

仕入債務の増減額（△は減少） △94,978

未払金の増減額（△は減少） 151,011

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,360

その他の流動負債の増減額（△は減少） 522

小計 △440,567

利息及び配当金の受取額 6,656

利息の支払額 △4,345

法人税等の支払額 △134,207

営業活動によるキャッシュ・フロー △572,463

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 △1,923

無形固定資産の取得による支出 △24,948

有価証券の取得による支出 △145,875

投資有価証券の取得による支出 △8,308

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 △14,582

その他 4,064

投資活動によるキャッシュ・フロー △373,545
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（単位：千円）

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

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 630,000

短期借入金の返済による支出 △30,510

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 △64,095

自己株式の取得による支出 △56,968

配当金の支払額 △45,433

財務活動によるキャッシュ・フロー 932,993

現金及び現金同等物に係る換算差額 698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,316

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 570,684
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

     ファッションコマース事業            

      通販雑誌「Look!s」「大人Look!s」等、インターネットショッピングサイト「Stylife」 

      「nuan+」「OUTLET CHU:SE」等、及びモバイルショッピングサイト「スタイライフ☆ 

      Look!s」等による衣料品を中心としたファッション関連商品の販売事業。            

     コスメ事業 

      コスメ商品の企画・製造・販売事業。 

     生活雑貨事業 

      バッグを中心とした生活雑貨の企画・製造・販売事業。 

     その他事業 

      通販支援事業等。 

  

  ３ 事業区分の変更 

     コスメ商品販売を中核とする株式会社ハイマックスを平成20年８月29日に連結子会社 

     化し、当第３四半期連結会計期間より連結損益に加えました。これに伴い、管理体制 

     や現状の売上高の状況等を踏まえ、製品又は商品及びサービスごとに事業セグメント 

     を区分することが妥当であると判断し、当第３四半期連結会計期間より事業セグメント 

     を変更いたしました。     

    

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

ファッション
コマース事業 

(千円)

コスメ事業
(千円)

生活雑貨事業
(千円)

その他事業
(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

4,086,921 246,468 631,077 135,946 5,100,413 ― 5,100,413

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 1,448 ─ 1,055 2,504 (2,504) ―

計 4,086,921 247,917 631,077 137,002 5,102,918 (2,504) 5,100,413

 営業利益 33,777 1,749 65,543 15,764 116,835 ― 116,835

(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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