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1.  平成21年5月期第3四半期の業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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5月期第3四半期 6,016 ― △259 ― △258 ― △305 ―

20年5月期第3四半期 7,674 △0.1 35 △65.6 35 △78.8 8 △90.4

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5月期第3四半期 △16,513.09 ―

20年5月期第3四半期 435.38 432.85

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5月期第3四半期 3,595 1,177 31.7 64,881.92
20年5月期 3,696 1,566 41.6 78,751.60

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  1,141百万円 20年5月期  1,537百万円

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5月期 ― ― ― 280.00 280.00
21年5月期 ― ― ―

21年5月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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  有  
 

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 8,078 △17.3 △275 ― △275 ― △245 ― 12,551.23
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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  有  
〔（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。〕 

(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、４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) 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第3四半期 19,520株 20年5月期  19,520株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  1,929株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第3四半期 19,520株 20年5月期第3四半期 19,520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．平成20年12月26日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。なお、通期の業績予想修正につきまして 
は、平成21年4月13日に公表いたしました「平成21年5月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項 
等について、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４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」をご覧くださ 
い。 
３．当会計年度より「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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 
  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界的な金融危機等

の影響による景気減速に加え、急激な円高による外需企業の業績悪化と製造業を中心とした生産調

整・雇用調整が加速したことから実体経済は一段の悪化を呈し、個人消費の低迷が鮮明となる状況

で推移いたしました。 

  このような状況の下、商品開発型企業への変化を成し遂げるべく自社開発商品の取組みに注力す

るとともに、生協ルートおよび一般ルート(百貨店、同業他社等の一般事業会社への販売)でのカタ

ログ企画提案に努めてまいりました。 

セグメント別売上高につきましては、生協ルートの雑貨類企画では事業連合という大きな売り場

に対し、コスメ、インナー、ジュエリー・アクセサリー商品はほぼ順調に商品の採用が決定いたし

ましたものの、他の雑貨商品においては商品の採用に至らなかったこと及び金融危機等による消費

マインドの低下に伴う買い控えの影響を受け、生協ルートでの雑貨類の売上高は 2,453 百万円（前

年同期比 1,100 百万円減）となりました。また、食品類企画におきましても上述の買い控え等の影

響による売上減少もありましたことから、食品類の売上高は 2,075 百万円（前年同期比 155 百万円

減）、生協ルート全体では売上高 4,528 百万円（前年同期比 1,255 百万円減）となりました。 

一般ルート（生協以外への事業会社への販売）は、第１四半期は計画通りに推移いたしましたが、

９月に勃発いたしました米国発の金融危機の影響により、消費マインドが一変した影響を受け、特

に百貨店の通販部門への売上が厳しい状況で推移しましたものの、売上高は 1,243 百万円（前年同

期比 1百万円増）となりました。 

Ｂ to C ルート（最終消費者へのダイレクト販売）では当社の新商品「ゾーンぞうすい」でのＴＶ

インフォマーシャルを開始いたしましたが、想定していた売上は確保できなかったことから、ＴＶ

インフォマーシャルでの拡販を中止し、ＷＥＢでの販売に注力いたしましたが、売上高は 192 百万

円（前年同期比 431 百万円減）となりました。また、その他といたしまして物流代行売上等が 51 百

万円（前年同期比 27 百万円増）となりました。 

以上の結果、営業成績につきましては、売上高 6,016 百万円（前年同期 7,674 百万円）、営業損失

259 百万円（前年同期営業利益 35 百万円）、経常損失 258 百万円（前年同期経常利益 35 百万円）、四

半期純損失 305 百万円（前年同四半期純利益 8百万円）となりました。 

 

２．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 

 （資産） 

   流動資産は、前事業年度末に比べて、29 百万円減少して 2,812 百万円となりました。これは主

として、商品が 160 百万円増加しておりますが、現金及び預金が 79 百万円減少、売掛金が 48 百

万円減少、前渡金が 38 百万円減少、未収法人税が 26 百万円減少したことによるものであります。 

   固定資産は、前事業年度末に比べて、71 百万円減少して 782 百万円となりました。これは主と

して減価償却による有形固定資産 16 百万円減少、無形固定資産 28 百万円減少、及び長期繰延税

金資産 18 百万円の減少によるものであります。 

 （負債） 

   流動負債は、前事業年度末に比べて、317 百万円増加して 1,866 百万円となりました。これは主

として短期借入金 370 百万円の増加によるものです。 

   固定負債は、前事業年度末に比べて、28 百万円減少して 551 百万円となりました。これは主と

して長期借入金が 36 百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

   純資産は、前事業年度末に比べて、389 百万円減少して 1,177 百万円となりました。これは主と

して利益剰余金 310 百万円減少と自己株式取得で 84 百万円減少したことによるものです。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ 79

百万円減少し、135 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動における資金の減少は 319 百万円であります。主な資金の減少要因は、税引前四半期

純損失 273 百万円、たな卸資産の増加 159 百万円であります。また、主な資金の増加要因は、売

上債権の減少 34 百万円となっております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動における資金の減少は 5 百万円であります。これは差入保証金による支出 5 百万円が

あったことが主な要因であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動における資金の増加は 247 百万円であります。主な資金の増加要因は、短期借入によ

る収入が 370 百万円、長期借入による収入が 300 百万円であります。また主な資金の減少要因は、

長期借入金の返済による支出 331 百万円、自己株式取得による支出 84 百万円であります。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 

   平成 21 年５月期の業績予想につきましては、平成 21 年 4 月 13 日に公表いたしました「平成

21 年５月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  ①四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

     ・税金費用の計算 

   税金費用については当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算する方法を採用しております。ただし当該見積実効税率を用いて税金費用を計算す

ると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっておりま

す。 

 

 （3）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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より「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。 

   ②棚卸資産の評価に関する会計基準 

    「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年 7 月 5 日 企業会計

基準第９号）を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによる損益への影響はあり

ません。 

   ③返品調整引当金の計上 

     第１四半期会計期間より、返品による損失に備えるため過去の実績を基準として算出した

見積額を計上しております。従来、返品に伴う損失は、返品を受けた期間の売上高の控除と

して処理しておりましたが、返品額の重要性が増加してきたことから、より適正な期間損益

計算を図るため、第１四半期会計期間から、過去の返品実績率に基づく将来の返品損失見込

額を返品調整引当金として計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法

によった場合に比べ、当第３四半期累計期間の売上総利益が 8,324 千円減少、営業損失及び

経常損失がそれぞれ 8,324 千円増加、税引前四半期純損失が 15,944 千円増加しております。 
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   ④リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第 13 号)及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 16 号)を第１四半期会

計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。これによる損益へ

の影響はありません。 
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１【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21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 135,696 215,642

受取手形及び売掛金 1,697,211 1,745,718

商品 910,035 749,992

その他 69,866 131,413

流動資産合計 2,812,810 2,842,767

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 212,949 219,307

土地 260,225 260,225

その他（純額） 24,351 34,852

有形固定資産合計 497,527 514,385

無形固定資産 132,740 161,722

投資その他の資産 152,455 177,823

固定資産合計 782,723 853,930

資産合計 3,595,533 3,696,698

負債の部   

流動負債   

買掛金 755,972 816,568

短期借入金 370,000 －

1年内返済予定の長期借入金 400,806 395,708

ポイント引当金 13,227 9,002

返品調整引当金 15,944 －

その他 310,637 328,299

流動負債合計 1,866,586 1,549,578

固定負債   

長期借入金 408,467 445,376

退職給付引当金 36,348 34,608

役員退職慰労引当金 107,085 100,147

固定負債合計 551,900 580,131

負債合計 2,418,487 2,129,710
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,749 401,749

資本剰余金 324,449 324,449

利益剰余金 500,157 811,032

自己株式 △84,490 －

株主資本合計 1,141,865 1,537,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △528 －

評価・換算差額等合計 △528 －

新株予約権 35,707 29,756

純資産合計 1,177,045 1,566,987

負債純資産合計 3,595,533 3,696,698
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 6,016,261

売上原価 3,788,276

売上総利益 2,227,985

販売費及び一般管理費 2,487,287

営業損失（△） △259,302

営業外収益  

受取利息及び配当金 240

受取手数料 3,353

その他 8,461

営業外収益合計 12,056

営業外費用  

支払利息 8,231

為替差損 2,420

その他 260

営業外費用合計 10,913

経常損失（△） △258,159

特別損失  

過年度返品調整引当金繰入額 7,620

投資有価証券評価損 7,999

特別損失合計 15,619

税引前四半期純損失（△） △273,779

法人税等 31,630

四半期純損失（△） △305,409
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 2,120,795

売上原価 1,336,308

売上総利益 784,487

販売費及び一般管理費 845,249

営業損失（△） △60,761

営業外収益  

受取利息及び配当金 161

為替差益 267

受取手数料 1,562

その他 1,439

営業外収益合計 3,430

営業外費用  

支払利息 3,154

営業外費用合計 3,154

経常損失（△） △60,486

特別損失  

投資有価証券評価損 7,999

特別損失合計 7,999

税引前四半期純損失（△） △68,486

法人税等 420

四半期純損失（△） △68,906
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △273,779

減価償却費 49,858

貸倒損失 2,928

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,057

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,740

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,937

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,225

返品調整引当金の増減額（△は減少） 15,944

株式報酬費用 5,951

投資有価証券評価損益（△は益） 7,999

受取利息及び受取配当金 △240

支払利息 8,231

為替差損益（△は益） 2,420

売上債権の増減額（△は増加） 34,174

たな卸資産の増減額（△は増加） △159,513

仕入債務の増減額（△は減少） △22,568

未収消費税等の増減額（△は増加） △14,162

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,285

その他の資産の増減額（△は増加） △7,174

その他の負債の増減額（△は減少） 17,241

小計 △338,013

利息及び配当金の受取額 227

利息の支払額 △8,220

法人税等の支払額 △410

法人税等の還付額 26,552

営業活動によるキャッシュ・フロー △319,864

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 △2,571

無形固定資産の取得による支出 △1,447

従業員に対する貸付金の回収による収入 2,858

従業員に対する貸付けによる支出 △750

差入保証金の差入による支出 △5,760

保険積立金の解約による収入 2,437

その他 △203

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,435
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 370,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △331,811

自己株式の取得による支出 △84,490

配当金の支払額 △5,923

財務活動によるキャッシュ・フロー 247,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,946

現金及び現金同等物の期首残高 215,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 135,696
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当会計年度より「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 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

第３四半期累計期間（自 平成 20 年 6月 1日 至 平成 21 年 2月 28 日） 

（単位：千円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前会計年度末残高 401,749 324,449 811,032    ― 1,537,231

当第３四半期会計期間

末までの変動額 

 

 

 

 

 

 

  

剰余金の配当   △5,465  △5,465

四半期純損失   △305,409  △305,409

自己株式の取得    △84,490 △84,490

当第３四半期会計期間

末までの変動額合計 

   

 △310,875

 

△84,490 

 

△395,365

当第３四半期会計期間

末残高 

 

401,749 

 

324,449

 

500,157

 

△84,490 

 

1,141,865

 

 

 

 

「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

 （要約）前四半期損益計算書 

 前年同四半期累計期間 

科目 
（自 平成 19 年６月１日 

  至 平成 20 年２月29日） 

 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 7,674,630

Ⅱ 売上原価 4,686,265

   売上総利益 2,988,365

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,953,316

   営業利益 35,048

Ⅳ 営業外収益 11,261

Ⅴ 営業外費用 10,875

   経常利益 35,434

Ⅵ 特別利益 354

Ⅶ 特別損失 6,916

   税引前四半期純利益 28,872

      税金費用 20,373

   四半期純利益 8,498
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