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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 5,527 ― 315 ― 310 ― 484 ―

21年2月期第1四半期 7,154 17.1 △91 ― △97 ― △322 ―

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 35.11 ―

21年2月期第1四半期 △23.38 ―

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 15,281 4,409 28.6 316.96
21年2月期 16,320 3,921 23.9 282.12

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  4,373百万円 21年2月期  3,892百万円

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 ― 0.00 0.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

9,000 ― 250 ― 200 ― 220 ― 15.94

通期 20,500 △21.6 800 ― 750 ― 450 ― 32.61
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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  

(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、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。 

(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． 平成21年４月24日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
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】 ３． 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３． 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。 

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 有

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 14,520,000株 21年2月期  14,520,000株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  721,368株 21年2月期  721,368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 13,798,632株 21年2月期第1四半期 13,798,632株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気減速を背景とした企業収益の悪化や設備

投資の減少が継続しており、景気は低迷した状況で推移しました。個人消費につきましても、雇用・所得環境の悪化

や先行きに対する不安感から家計の節約志向が一段と強まっており、消費者マインドの冷え込みが続いたことなどか

ら、当社グループが属する小売業界においては、非常に厳しい経営環境が続いてまいりました。 

 このような環境のなかで、当社グループは、店舗販売事業の整理を図り、通信販売事業に経営資源を集中させて安

定的に利益計上できる体制を構築すべく慎重な事業運営に取組んでまいりました。 

 当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、通信販売事業の売上高が概ね計画通りに推移した一方、店舗販

売事業から撤退したことによる減収により、連結売上高は、55億２千７百万円（前年同期比22.7％減）となりまし

た。 

 損益面におきましては、コア事業の通信販売事業において概ね計画通りの売上高が確保できたことに加え、不採算

の店舗販売事業がなくなったことから、営業利益３億１千５百万円（前年同期は９千１百万円の損失）、経常利益３

億１千万円（同９千７百万円の損失）、四半期純利益につきましては、投資有価証券売却益１億円及び債務免除益１

億９千７百万円を特別利益として計上したことなどから、４億８千４百万円（同３億２千２百万円の損失）となりま

した。 

（通信販売事業） 

 主力の「イマージュ」カタログ及び姉妹媒体の「イマージュ ルージュ」カタログにつきましては、従来より注力

してきた価格競争力を有する商品の企画開発をはじめ、売場としてのカタログ誌面の改善努力を継続しつつ、購入顧

客数の維持拡大に努めると同時に、インターネットチャネルを効果的に活用することで販売促進経費効率の向上を図

ってまいりました。 

 化粧品事業につきましては、全体としては売上と利益のバランスを勘案して慎重な事業運営に取り組みつつ、一方

で、昨年投入した新商品の拡大に向けて有効な販売促進施策を模索してまいりました。 

 通信販売事業の売上高は、衣料品系カタログにおいて１件当たりの購入単価が低下傾向となったことなどから、前

年同期を下回る水準となったものの、全体としては概ね計画通りの54億２千１百万円（前年同期比7.5％減）となり

ました。 

 損益面につきましては、衣料品系カタログにおいてバーゲン商品販売の構成比が高くなったことから、若干、採算

性が低下した反面、化粧品事業における採算が比較的堅調に推移したことから、営業利益は４億５千１百万円（前年

同期比27.2％増）となりました。  

（不動産賃貸事業） 

 当社所有の物流施設や遊休土地等を外部企業に賃貸する不動産賃貸事業の売上高は４千８百万円（前年同期比

18.0％減）、営業利益は３千１百万円（同23.8％減）となりました。 

（その他の事業） 

 連結子会社の株式会社Ｓ.Ｃパートナーズにおける衣料品の卸売事業等の「その他の事業」の売上高は５千７百万

円（前年同期比8.6％増）、営業利益は１千１百万円（前年同期は１千５百万円の損失）となりました。 

  

 なお、前年同期比較に関する情報については、前年が四半期開示制度導入前のため参考情報として記載しておりま

す。 

   

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて10億３千８百万円減少し、152億８千

１百万円となりました。これは主に、たな卸資産及び前払費用の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて15億２千６百万円減少し、108億７千２百万円となりました。これは主に、短

期借入金の増加、支払手形及び買掛金並びに未払金の減少によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて４億８千７百万円増加し、44億９百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加によるものであります。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

－3－

株式会社イマージュホールディングス (9947) 平成22年２月期 第１四半期決算短信



 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて３億７千５百万円

増加し、11億６千９百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は、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１億８千６百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が５億９

百万円となった反面、仕入債務が８億２千４百万円減少したこと等を反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果獲得した資金は２千万円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に

よる支出１億５千４百万円があった反面、投資有価証券売却による収入１億５千万円及び敷金の回収による収入８千

５百万円があったこと等を反映したものであります。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は５億４千万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出１億５千９

百万円があった反面、短期借入金の純増加額７億円があったこと等を反映したものであります。  

  

 平成22年２月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年４月24日に公表いたしまし

た業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年７月７日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。 

   

１．簡便な会計処理 

 ① たな卸し資産の評価方法 

   実地棚卸は行わず、前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しておりま

す。  

 ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法   

   繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生の状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法、あるいは前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等

の発生の状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法を適用しております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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。なお、当第１四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則

第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

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

（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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② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更   

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低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日公表分）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）により算定しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。  

  

③ 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（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。 

  なお、リース取引開始日が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

の賃貸借取引に準じた会計処理を引き続き採用しております。  

  これによる損益に与える影響はありません。  

   

－5－

株式会社イマージュホールディングス (9947) 平成22年２月期 第１四半期決算短信



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 1,169,379 794,361 

受取手形及び売掛金 2,601,496 2,728,761 

たな卸資産 2,611,972 3,157,116 

前払費用 358,698 625,239 

その他 278,680 392,458 

貸倒引当金 △186,279 △195,804 

流動資産合計 6,833,946 7,502,132 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,691,217 1,719,213 

土地 5,757,745 5,757,745 

その他（純額） 75,333 73,773 

有形固定資産合計 7,524,295 7,550,732 

無形固定資産 233,389 265,295 

投資その他の資産   

その他 690,423 1,002,692 

貸倒引当金 △304 △305 

投資その他の資産合計 690,119 1,002,387 

固定資産合計 8,447,805 8,818,415 

資産合計 15,281,751 16,320,548 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,952,162 3,269,904 

1年内償還予定の社債 18,000 18,000 

短期借入金 4,525,000 3,825,000 

1年内返済予定の長期借入金 639,000 638,500 

未払金 694,890 889,460 

未払法人税等 657,865 506,182 

返品調整引当金 154,846 160,306 

ポイント引当金 184,938 173,658 

店舗閉鎖損失引当金 197,355 684,668 

その他 305,527 304,112 

流動負債合計 9,329,585 10,469,793 

固定負債   

社債 72,000 72,000 

長期借入金 1,017,300 1,177,000 

退職給付引当金 186,026 172,680 

その他 267,490 507,344 

固定負債合計 1,542,816 1,929,025 

負債合計 10,872,401 12,398,818 
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（単位：千円）

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 4,299,220 4,299,220 

資本剰余金 4,263,390 4,263,390 

利益剰余金 △3,826,010 △4,310,436 

自己株式 △325,518 △325,518 

株主資本合計 4,411,081 3,926,655 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,446 △33,772 

評価・換算差額等合計 △37,446 △33,772 

新株予約権 35,715 28,846 

純資産合計 4,409,349 3,921,729 

負債純資産合計 15,281,751 16,320,548 
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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：千円）

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 5,527,058

売上原価 2,209,326

売上総利益 3,317,732

返品調整引当金戻入額 160,306

返品調整引当金繰入額 154,846

差引売上総利益 3,323,192

販売費及び一般管理費  

販売促進費 1,425,355

荷造運搬費 304,803

貸倒引当金繰入額 33,258

給料及び賞与 366,597

退職給付費用 24,667

減価償却費 26,738

その他 825,990

販売費及び一般管理費合計 3,007,411

営業利益 315,780

営業外収益  

受取利息 272

仕入割引 12,324

保険解約返戻金 15,575

その他 11,935

営業外収益合計 40,107

営業外費用  

支払利息 35,235

為替差損 8,280

その他 2,104

営業外費用合計 45,620

経常利益 310,266

特別利益  

投資有価証券売却益 100,000

債務免除益 197,520

特別利益合計 297,520

特別損失  

固定資産除却損 16,251

投資有価証券評価損 1,522

特別損失合計 17,773

税金等調整前四半期純利益 590,012

法人税、住民税及び事業税 151,775

法人税等調整額 △46,188

法人税等合計 105,587

四半期純利益 484,425
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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 590,012

減価償却費 36,236

返品調整引当金の増減額（△は減少） △5,460

ポイント引当金の増減額（△は減少） 11,280

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △303,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,525

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,835

受取利息及び受取配当金 △272

支払利息 35,235

為替差損益（△は益） 16

投資有価証券売却損益（△は益） △100,000

投資有価証券評価損益（△は益） 1,522

売上債権の増減額（△は増加） 53,922

たな卸資産の増減額（△は増加） 261,434

前渡金の増減額（△は増加） △27,404

前払費用の増減額（△は増加） 260,179

仕入債務の増減額（△は減少） △824,358

未払金の増減額（△は減少） △278,584

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,859

その他 152,425

小計 △140,363

利息及び配当金の受取額 272

利息の支払額 △43,843

法人税等の支払額 △2,554

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,489

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 △10,489

無形固定資産の取得による支出 △9,932

投資有価証券の取得による支出 △600

投資有価証券の売却による収入 150,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△154,294

敷金の差入による支出 △166

敷金の回収による収入 85,600

差入保証金の差入による支出 △40,000

差入保証金の回収による収入 1,021

貸付金の回収による収入 33

その他 △400

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,771
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（単位：千円）

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) 

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） 700,000

長期借入金の返済による支出 △159,200

配当金の支払額 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー 540,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 375,018

現金及び現金同等物の期首残高 794,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,169,379
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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。 

  

 当社グループは、主力の「イマージュ」カタログの不振や店舗販売事業の不振から、平成17年２月期から前連

結会計年度まで継続的に営業損失を計上しており、また、前連結会計年度における連結子会社株式会社Ｔ.Ｃタ

ーミナルの店舗閉鎖に伴う整理資金の支出や連結子会社であった株式会社東京キャンの損失計上による資金流出

等により、当社グループにおける資金繰りには十分な余裕があるとは言えない状況にあり、今後、季節要因等に

より運転資金需要が大幅に増加した場合、一時的な資金不足が生じる可能性があります。このような状況によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループはこのような状況を解消すべく、コア事業である「イマージュ事業（カタログ、ネット連動によ

る通信販売事業）」と安定的な収益源となっている「化粧品事業」の二つの事業に経営資源を集中させ、採算性

を重視した事業運営に取り組んでいくことで安定的な黒字体質への転換を目指してまいります。 

 通信販売事業における取り組みとして、以下のような施策を実施してまいります。 

①「イマージュ」カタログの回復基調を維持継続することにより売上高の拡大と採算性の改善を図ります。具体

的には、価格競争力のある商品開発、カタログ誌面の改善、Ｗｅｂ専用の誘引戦略商品の開発とＷｅｂチャネ

ルの 大活用等により、新規顧客獲得数の持続的な増加と既存顧客の継続率維持により、購入顧客数の増加を

図ります。 

②「イマージュ ルージュ」カタログのターゲット層を40歳代後半まで拡大し、更なる事業規模の拡大を図りま

す。 

③化粧品事業において、保湿関連の「ライスフォース」シリーズを中心とする既存商品で現状の売上高を維持

し、安定的な利益の確保を図る一方、にきびケア商品「アクポレス」や健康食品等の新商品の投入や海外市場

における事業展開の開始など、次なる成長を牽引する柱の育成を図ります。  

 店舗販売事業においては、既に連結子会社株式会社Ｔ.Ｃターミナルの整理を終えており、連結子会社株式会

社東京キャンにつきましても、全株式を株式会社サントレーディング・ホールディングスに対して、平成21年４

月30日付で売却いたしました。 

 財務面におきましては、資金繰り改善に向けた抜本的な対策が急務であるとの認識のもと、第三者割当増資を

はじめとした資本増強施策等の資本政策も視野に入れて検討を進めてまいります。一方、資金繰り改善の抜本的

な対策となり得る資本政策実現までの間は、取引金融機関に対して借入枠の設定等の協力を要請し運転資金の確

保を図ってまいります。また、これらの施策による運転資金の確保により、事業面においても前記施策を着実に

推進する環境が整うものと考えております。 

 このような取り組みを確実に実施していくことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できると判

断しております。従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な

疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

    

（４）継続企業の前提に関する注記
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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） 

 （注）１．事業区分は販売形態の類似性等によっております。 

２．事業区分の主な内容 

(1）通信販売事業…カタログ等を媒体とする通信販売事業 

(2）不動産賃貸事業…不動産の賃貸事業 

(3）その他の事業…衣料品卸売事業、化粧品卸売事業 

３．営業費用のうち消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は177,768千円であり、その主なものは提出

会社の本社管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度まで区分しておりました店舗販売事業は、株式会社Ｔ.Ｃターミナルの店舗閉鎖及び株式会

社東京キャンの全株式の譲渡により同事業から撤退したため、当第１四半期連結会計期間より区分しており

ません。 

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

海外売上高は、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。  

  

 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〕

  
通信販売事業
（千円） 

不動産賃貸
事業 

（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  5,421,613  48,386  57,058  5,527,058  －  5,527,058

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  5,421,613  48,386  57,058  5,527,058  －  5,527,058

営業利益  451,056  31,169  11,323  493,549 (177,768)  315,780

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「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 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  7,154

Ⅱ 売上原価  3,040

 売上総利益  4,114

 返品調整引当金戻入額  141

 返品調整引当金繰入額  158

 差引売上総利益  4,097

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,189

営業損失  91

Ⅳ 営業外収益  14

Ⅴ 営業外費用  20

経常損失  97

Ⅵ 特別損失  21

税金等調整前四半期純損失  119

税金費用  203

少数株主損失  0

四半期純損失  322
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

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損失 △119

減価償却費  73

のれん償却額  13

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息  19

有形固定資産除却損  19

売上債権の増（△）減額 △587

たな卸資産の増（△）減額 △63

前渡金の増（△）減額 △15

その他資産の増（△）減額  266

仕入債務の増減（△）額  485

未払金の増減（△）額  272

その他負債の増減（△）額 △136

その他 △59

小計  166

利息及び配当金の受取額  0

利息の支払額 △19

法人税等の支払額 △175

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△27
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前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

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 

△85

無形固定資産の取得による
支出 

△23

投資有価証券の取得による
支出 

△0

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支出 

△200

敷金支払による支出 △6

敷金回収による収入  19

差入保証金支払による支出 △31

差入保証金回収による収入  5

貸付金の回収による収入  0

その他 △8

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△331

Ⅲ 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   600

長期借入金の返済による支
出 

△65

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  534

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
（△）額  175

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  819

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  994
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

  

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

海外売上高は、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。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
通信販売事業 
（百万円） 

店舗販売事業
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  5,860  1,184  58  52  7,155  △0  7,154

営業費用  5,505  1,498  18  67  7,089  156  7,246

営業利益又は営業

損失（△） 
 354  △314  40  △15  65  △157  △91

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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【販売及び仕入の状況】  

(1）生産実績 

 生産は行っておりません。 

(2）受注状況 

 受注生産は行っておりません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年３月１日 
至 平成21年５月31日） 

通信販売事業（千円）  5,421,613

不動産賃貸事業（千円）  48,386

その他の事業（千円）  57,058

合計（千円）  5,527,058

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年３月１日 
至 平成21年５月31日） 

通信販売事業（千円）  1,950,471

不動産賃貸事業（千円）  －

その他の事業（千円）  35,212

合計（千円）  1,985,683
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