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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31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 ％

22年2月期第1四半期 12,192 ― 476 ― 488 ― 87 ―

21年2月期第1四半期 13,414 4.4 1,233 90.3 1,246 71.8 673 75.4

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

22年2月期第1四半期 8.90 8.88
21年2月期第1四半期 67.87 67.35

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

22年2月期第1四半期 42,093 25,090 59.6 2,543.33
21年2月期 43,836 25,286 57.7 2,563.19

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  25,084百万円 21年2月期  25,280百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  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

第2四半期 
連結累計期間

24,781 △6.9 937 △53.8 987 △53.1 355 △68.0 36.06

通期 55,406 2.1 3,732 10.1 3,865 8.7 1,925 △0.1 195.25
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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）  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．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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては５ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 ２．当連結会計年度から「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。 

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） 22年2月期第1四半期 10,043,000株 21年2月期  10,043,000株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  180,100株 21年2月期  180,100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期  9,862,900株 21年2月期第1四半期  9,919,700株
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（参考）個別業績予想

平成22年２月期の個別業績予想（平成21年３月１日～平成22年２月28日）

 （％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

累計期間
24,660 △6.9 955 △53.9 1,004 △53.2 371 △63.0 37 66

通期 55,001 1.9 3,710 6.9 3,835 5.6 1,904 4.1 193 07

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　：　有
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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１四半期連結会計期間において、当社グループは顧客との継続的な関係性を築く独自のビジネスモデルである

「コレクションシステム」を中心に、独自性の高い商品群の開発・提案によりさらなる関係性強化を推進してまいり

ました。このため、昨年後半より続く金融危機の影響により、流通業界全体でも消費者の生活防衛意識の高まりによ

る個人消費の縮小など、大きな影響を受けておりますが、当社グループにおいては「コレクションシステム」による

顧客との継続的関係性が保持されており、一般情勢との比較においては安定した顧客基盤が維持されていると考えて

おります。

長期的関係性強化のための企画の第一弾として前期より進めていた『500色の色えんぴつ』は、当初の予定をはるか

に超え４万人以上から20ヵ月間の予約受注をいただいており、５月中旬よりお届けを開始しております。また、生活

者の提案から生まれた雑貨商品は年齢を問わず、幅広い顧客層に好評を得ております。

各事業ブランドについては、主力ブランドの中では、こども服を中心に扱ったカタログ『ano:ne（アノネ）』が、

親子おそろいの服を提案したことで、売上げは前年同期を上回りました。20代の若い顧客向けの『haco.（ハコ）』は、

ほぼ前年同期並みで推移しましたが、20代後半から30代の女性向けファッションカタログ『iedit（イディット）』、

上質な日常着を提案する『SUNNY CLOUDS（サニークラウズ）』等の衣料品を取り扱うブランドは、売上げが減少しま

した。その他では、40代の女性向けのファッションカタログ『Myera（マイラ）』、環境配慮型の生活用品を扱った

『ecolor（エコラ）』などの、今後の成長市場と位置づけたブランドの売上げは前年同期に比べて大きく伸びていま

す。

しかしながら、当第１四半期連結会計期間においては、市場環境の影響を受けて顧客数が減少し、売上高は12,192

百万円（前年同期比　9.1％減）となりました。

売上げが減少したこと、たな卸資産の評価方法の変更による影響等で、返品調整引当金繰入額及び戻入額調整後の

売上総利益は、6,478百万円（前年同期比　10.3％減）となりました。

利益面につきましては、出荷件数の減少、商品の充足率の改善による別便での配送数の減少等により出荷に関する

コストは抑えられましたが、顧客数の維持・拡大のための外部媒体への出稿や、顧客との継続的な関係性強化を念頭

においた商品の販売など積極的な広告投資を行いました。その結果、販売費及び一般管理費は6,001百万円（前年同期

比　0.3％増）となり、営業利益は476百万円（前年同期比　61.4％減）となりました。

営業外損益では、受取利息等の44百万円に対し、為替差損等の営業外費用32百万円となり、経常利益は488百万円

（前年同期比　60.8％減）となりました。「棚卸資産の評価に関する会計基準」を当第１四半期連結会計期間から適

用したことにより、たな卸資産評価損271百万円を含む特別損失297百万円を計上しております。税金等調整前四半期

純利益は191百万円（前年同期比　84.6％減）、四半期純利益は87百万円（前年同期比　87.0％減）となりました。

売上高を品目別にみますと、服飾・服飾雑貨では身の回り品の売上げが伸びましたが、衣料品の売上げは減少しま

した。余暇関連をはじめ生活関連全体でも売上げが減少しております。

なお、「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は参考値として記載しております。

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１四半期における総資産は、システム投資による無形固定資産の増加等があったものの、法人税等の支払

による現金及び預金の減少等により、前連結会計年度に比べて1,743百万円減少し、42,093百万円となりました。

負債は、仕入債務及び未払法人税等の減少等により、前連結会計年度に比べて1,547百万円減少し、17,002百万

円となりました。純資産は、配当による利益剰余金の減少等により、前連結会計年度に比べて195百万円減少し、

25,090百万円となりました。

（２） キャッシュ・フローの状況

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて1,596百

万円減少し、13,827百万円となりました。

営業活動の結果使用した資金は863百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益191百万円及び

減価償却費271百万円の計上、売上債権の減少348百万円があったものの、仕入債務の減少1,070百万円及び法人

税等の支払725百万円があったことによるものであります。

投資活動の結果使用した資金は456百万円となりました。これは主に有形固定資産及び無形固定資産の取得に

よる支出446百万円があったことによるものであります。

財務活動の結果使用した資金は280百万円となりました。これは主に配当金の支払による支出272百万円があっ

たことによるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

現時点におきましても、当面は景気の低迷による個人消費の減少など、市場環境としては今後もしばらく厳しい環

境が続くものと考えられます。

こうした状況を踏まえ、当社グループにおきましては顧客との長期的関係性の強化を最優先課題ととらえ、20ヵ月

間継続お届け型商品である『500色の色えんぴつ』と同様に、『社名変更20周年記念プロジェクト』として強力な新商

品の開発を進め、８月以降順次、販売を開始する予定になっております。さらに今回新しく、20代後半から30代の女

性向けファッションカタログ『iedit（イディット）』夏号と20代顧客向けのファッション雑貨を中心とした『minnk

（ミンク）』を６月に発刊し、書店・コンビニエンスストアでの発売を実施しております。

通期の連結業績予想につきましては、これらの活動を今後も積極的に進めていくことで、当初の計画を達成できる

ものと考えております。ただし、当第１四半期連結会計期間の業績の状況及び現在進行中の第２四半期連結会計期間

の状況から、第２四半期連結累計期間の見通しにつきましては、当初の見通しを修正し、売上高24,781百万円、営業

利益937百万円、経常利益987百万円、四半期純利益355百万円を予想しております。

個別業績予想につきましても同様の見通しから、通期の業績予想についての変更はありませんが、第２四半期累計

期間の見通しにつきましては、当初の見通しを修正し、売上高24,660百万円、営業利益955百万円、経常利益1,004百

万円、四半期純利益371百万円を予想しております。

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

①  棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

②  繰延税金資産の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じてお

らず、かつ、一時差異等の発生状況について前事業年度末から大幅な変動がないと認められるため、前連結

会計年度末において採用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

（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

会計基準の変更に関する事項の変更

①  四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として移動平均法による原価法によっておりました

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）により算定しています。

　これにより、売上総利益、差引売上総利益、営業利益及び経常利益は、25百万円、税金等調整前四半期純

利益は、296百万円それぞれ減少しております。

③  連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用　

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、この適用による影響はありません。　

④  リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかか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）を当第１四半期連結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。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しています。　
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,334 12,563

売掛金 4,634 4,979

有価証券 3,003 2,400

信託受益権 1,992 1,960

商品 5,335 5,355

貯蔵品 125 289

その他 995 967

貸倒引当金 △94 △92

流動資産合計 26,328 28,424

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,043 3,095

土地 4,280 4,284

その他（純額） 1,035 1,031

有形固定資産合計 8,359 8,412

無形固定資産 2,978 2,563

投資その他の資産   

投資有価証券 3,139 2,373

その他 1,346 2,122

貸倒引当金 △59 △59

投資その他の資産合計 4,426 4,436

固定資産合計 15,765 15,412

資産合計 42,093 43,836

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,960 2,877

支払信託 8,082 9,231

未払法人税等 169 753

販売促進引当金 385 465

その他の引当金 484 338

その他 2,703 2,618

流動負債合計 14,786 16,284

固定負債   

退職給付引当金 1,880 1,864

その他 335 401

固定負債合計 2,215 2,265

負債合計 17,002 18,550
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,868 1,868

資本剰余金 4,842 4,842

利益剰余金 19,072 19,280

自己株式 △385 △385

株主資本合計 25,397 25,605

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 10

繰延ヘッジ損益 1 △10

為替換算調整勘定 △326 △325

評価・換算差額等合計 △312 △325

新株予約権 6 6

純資産合計 25,090 25,286

負債純資産合計 42,093 43,836
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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：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 12,192

売上原価 5,702

売上総利益 6,489

返品調整引当金戻入額 183

返品調整引当金繰入額 194

差引売上総利益 6,478

販売費及び一般管理費 6,001

営業利益 476

営業外収益  

受取利息 18

受取補償金 8

その他 17

営業外収益合計 44

営業外費用  

支払利息 0

為替差損 31

その他 1

営業外費用合計 32

経常利益 488

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 25

たな卸資産評価損 271

特別損失合計 297

税金等調整前四半期純利益 191

法人税、住民税及び事業税 156

法人税等調整額 △52

法人税等合計 103

四半期純利益 87
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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 191

減価償却費 271

引当金の増減額（△は減少） 84

受取利息及び受取配当金 △18

売上債権の増減額（△は増加） 348

たな卸資産の増減額（△は増加） 185

仕入債務の増減額（△は減少） △1,070

未払金の増減額（△は減少） △247

その他 89

小計 △164

利息及び配当金の受取額 26

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △725

営業活動によるキャッシュ・フロー △863

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 750

有価証券の償還による収入 750

有形固定資産の取得による支出 △71

無形固定資産の取得による支出 △375

投資有価証券の取得による支出 △1,515

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △456

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8

配当金の支払額 △272

財務活動によるキャッシュ・フロー △280

現金及び現金同等物に係る換算差額 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,596

現金及び現金同等物の期首残高 15,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,827
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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。

（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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当社グループは、服飾・服飾雑貨及び生活関連商品を中心とした通信販売事業を単一で行っているため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）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等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 13,414

Ⅱ　売上原価 6,155

売上総利益 7,259

返品調整引当金戻入額 181

返品調整引当金繰入額 222

差引売上総利益 7,218

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,985

営業利益 1,233

Ⅳ　営業外収益 60

Ⅴ　営業外費用 47

経常利益 1,246

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 5

税金等調整前四半期純利益 1,241

税金費用 568

四半期純利益 673
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日

区分 金額（百万円）

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 1,241

　減価償却費 250

　引当金の増加額 272

　受取利息及び受取配当金 △19

　支払利息 0

　売上債権の増加額 △453

　たな卸資産の増加額 △421

　仕入債務の減少額 △1,382

　未払金の増加額 134

　その他 △124

小計 △502

　利息及び配当金の受取額 22

　利息の支払額 △0

　法人税等の支払額 △807

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,287

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入による支出 △750

　定期預金の払戻による収入 800

　有形固定資産の取得による支出 △179

　無形固定資産の取得による支出 △210

　その他 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △369

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　リース債務の返済による支出 △8

　配当金の支払額 △265

財務活動によるキャッシュ・フロー △274

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △27

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,958

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 15,093

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 13,135
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６．その他の情報

仕入及び販売の状況

（１）商品仕入実績

品目

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

服飾・服飾雑貨 4,850 73.1 4,394 73.8

生活関連 1,515 22.8 1,368 23.0

その他 268 4.1 188 3.2

合計 6,634 100.0 5,952 100.0

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）販売実績

品目

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

服飾・服飾雑貨 9,971 74.3 9,038 74.1

生活関連 3,076 23.0 2,825 23.2

その他 366 2.7 327 2.7

合計 13,414 100.0 12,192 100.0

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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