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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成20年12月21日～平成21年6月20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 ％

21年12月期第2四半期 73,202 ― 537 ― 811 ― △133 ―
20年12月期第2四半期 79,648 1.6 1,956 4.0 779 ― △1,070 ―

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12月期第2四半期 △2.63 ―
20年12月期第2四半期 △17.60 ―

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12月期第2四半期 62,595 15,582 24.9 306.80
20年12月期 69,996 9,924 14.2 195.38

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  15,582百万円 20年12月期  9,923百万円

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12月期 ― 11.50 ― 11.50 23.00
21年12月期 ― 2.50
21年12月期 

（予想）
― 2.50 5.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成20年12月21日～平成21年12月20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 143,600 △7.6 700 △77.0 1,800 △19.7 600 ― 11.81



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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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．本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。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きましては、 
４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」をご参照下さい。 
２．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。なお、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。 

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） 21年12月期第2四半期 63,416,332株 20年12月期  63,416,332株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 12,627,023株 20年12月期  12,626,701株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 50,789,521株 20年12月期第2四半期 60,822,698株



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２四半期連結累計期間（平成20年12月21日～平成21年６月20日、以下「当第２四半期」）における我が国経済

は、昨年来の世界経済の減速を受けた需要の急速な冷え込みによる企業業績の悪化や設備投資の減少傾向が継続して

おり、今後の景気動向についてもいまだ改善の兆しが見えない状況にあります。また、このような経済情勢下、一般

消費者の生活防衛意識や節約志向が以前にも増して高まっており、当社グループが属する小売業界においても、同業

他社による売上維持・拡大のための積極的な値引き販売及びＰＢ商品の拡充等、まさに将来の生き残りをかけた厳し

い生存競争が展開されております。 

このような経営環境のもと、当社グループでは直近の景気減速の波を乗り越えて、中長期的な企業価値向上を実現

するために、グループ全体における経営合理化及び連結収益力の回復策を推進する一方で、将来成長に向けた経営戦

略上のアクションプランに取り組んで参りました。 

当社グループの主力事業である通販事業におきましては、当第２四半期のインターネット経由売上高及び購入客数

が前第２四半期連結累計期間（平成19年12月21日～平成20年６月20日、以下「前年同期」）より着実に増加した一方

で、昨年来の消費低迷やカタログ用紙等のコストアップによる販売効率悪化に対応するための春・夏・盛夏号のカタ

ログ発行部数の大幅な絞り込み及び小売業界全体における低価格競争に対応するための商品単価の引き下げ等が、事

業全体の売上マイナス要因となっております。なお、当第２四半期より新たに実施した春の生活応援キャンペーンは

お客様から高い支持を受けた一方で、セール販売拡大による原価率悪化に伴う損益へのマイナス影響が発生し、当第

２四半期より商品評価損の計上区分を営業外費用から売上原価に変更した影響と併せて、営業利益を押し下げる要因

となりました。これらの結果、通販事業の売上高は減収となり、営業利益は前年同期を大幅に下回りました。なお、

経常利益は、前年同期における長期為替予約契約（時価評価適用）の為替予約等評価損計上が完全に払拭されたこと

による大幅な改善効果があったものの、結果として前年同期を下回ることとなりました。 

金融事業におきましては、連結子会社で保険商品の募集代理店事業を営むｎインシュアランスサービス株式会社が

本格的に事業展開したことや、前年同期に通販事業に含まれていた保険代理店事業を金融事業に統合したこと等によ

り、売上高及び営業利益は前年同期を大幅に上回りました。一方、持分法適用関連会社のニッセン・ジー・イー・ク

レジット株式会社において、グレーゾーン金利撤廃に向けた事業構造改革に伴う短期的マイナス影響を受けて、持分

法投資利益が前年同期比で約７億円の減少となった結果、金融事業の経常利益は前年同期を下回ることとなりまし

た。 

現販事業におきましては、前年度に実施した催事販売事業からの撤退に伴うセグメント事業規模の縮小等により、

売上高が大幅に下回った一方で、前年同期に発生した当該事業からの損失がほぼ払拭されたことにより、営業損益、

経常損益ともに大幅に改善しました。 

その他全社関連としては、グループ資産効率の 適化を目的とした保有固定資産の一部売却に伴い、固定資産除売

却損が特別損失として発生しております。 

以上の結果、当第２四半期における連結業績は、売上高73,202百万円（対前年同期増減率8.1％減 6,446百万円減

少）、営業利益537百万円（対前年同期増減率72.5％減 1,419百万円減少）、経常利益811百万円（対前年同期増減率

4.0％増 31百万円増加）となりました。また、四半期純損失については、前連結会計年度に計上した9,353百万円の当

期純損失からは大幅に回復し連結ベースで当連結会計年度において黒字化が見込まれるものの、繰延税金資産の一部

取崩しの発生による法人税等調整額を税金費用として計上したことにより、133百万円（前年同期四半期純損失1,070

百万円）となりました。 

なお、前年同期比は参考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

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比7,401百万円減少し、 百万円となりました。こ

れは主に未収入金、たな卸資産の減少によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末比13,058百万円減少し、 百万円となりました。これは主にリース債務の増加に対

し為替予約、支払手形及び買掛金、短期借入金、長期借入金の減少によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末比5,657百万円増加し、 百万円となりました。これは主に繰延ヘッジ損失の減

少、利益剰余金の減少によるものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間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571百万円減少し、

5,035百万円となりました。 

  

62,595

47,013

15,582



（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の増加となりました。主たる増加要因は、たな卸資産の減少額

百万円、未収入金の減少などのその他の増加額 百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の増加となりました。主たる増加要因は、固定資産売却による

収入 百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動によるキャッシュ・フローは、3,472百万円の減少となりました。主たる減少要因は、短期借入金の減少

2,000百万円、長期借入金の返済による支出830百万円、配当金の支払額584百万円等であります。 

  

1,022

2,035 3,248

1,977

2,546

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年12月期の通期の業績の見通しにつきましては、平成21年７月３日に開示した「第２四半期業績見通し並

びに通期業績予想及び配当予想の修正について」で発表した数値から変更しておりません。 

当期における実際の業績につきましては、当社及び当社グループを取り巻く経済情勢、市場の動向、為替レートの

変動などの様々な要因により本資料発表日現在の見通しとは異なる可能性を多く含みます。 

  

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．簡便な会計処理   

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第２四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に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。 

  

 ② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

  法人税等の納付税額の算定については、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法により、算

出しております。 

  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。 

  

２．四半期連結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。  

  

（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 「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、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。 

  

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、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、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、主として先入先出法による原価法（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。 

 また、従来、営業外費用として計上しておりました商品評価損については、同基準の適用に伴い売上原価とし

て計上する方法に変更しております。 



有形固定資産の耐用年数の変更 

 第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」 平成20年４月30日 

法律第23号）及び（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」 平成20年４月30日 財

務省令第32号）による法定耐用年数の短縮を契機として見直しを行い、一部の機械装置の耐用年数を変更してお

ります。  

 この結果、損益に与える影響は軽微であります。 

  

 この結果、売上総利益、営業利益は、それぞれ1,121百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ18百万円減少しております。 

  

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 

 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。 

 この結果、損益に与える影響は軽微であります。 

  

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、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 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

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に2,098百万円、リース債務が流動

負債に197百万円、固定負債に1,897百万円計上され、損益に与える影響は軽微であります。  

  

（追加情報）



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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月20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12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,045 5,617

受取手形及び売掛金 11,637 10,770

たな卸資産 14,784 16,819

未収入金 8,372 12,637

前払費用 7,150 7,231

その他 1,216 2,269

貸倒引当金 △253 △257

流動資産合計 47,953 55,089

固定資産   

有形固定資産 5,134 5,938

無形固定資産 1,297 1,063

投資その他の資産   

投資有価証券 7,001 6,822

その他 1,849 1,669

貸倒引当金 △641 △586

投資その他の資産合計 8,209 7,904

固定資産合計 14,641 14,907

資産合計 62,595 69,996

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,768 20,249

短期借入金 14,081 16,061

未払金 6,058 6,751

未払法人税等 237 408

為替予約 3,844 10,966

返品調整引当金 275 286

返品破損引当金 47 55

利息返還補償引当金 193 198

事業整理損失引当金 616 1,139

その他 2,873 2,974

流動負債合計 44,997 59,090

固定負債   

長期借入金 0 851

リース債務 1,897 －

その他 116 129

固定負債合計 2,015 980

負債合計 47,013 60,071



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月20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12月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,218 11,218

資本剰余金 11,240 11,240

利益剰余金 4,752 5,517

自己株式 △7,177 △7,177

株主資本合計 20,033 20,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 212 122

繰延ヘッジ損益 △4,668 △10,966

為替換算調整勘定 4 △31

評価・換算差額等合計 △4,451 △10,875

少数株主持分 － 1

純資産合計 15,582 9,924

負債純資産合計 62,595 69,996



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 73,202

売上原価 35,531

売上総利益 37,670

返品調整引当金繰入額 285

返品調整引当金戻入額 274

差引売上総利益 37,659

販売費及び一般管理費 37,121

営業利益 537

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 46

受取手数料 100

持分法による投資利益 306

雑収入 236

営業外収益合計 692

営業外費用  

支払利息 103

支払手数料 75

利息返還補償引当金繰入額 92

雑損失 148

営業外費用合計 419

経常利益 811

特別利益  

投資有価証券売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除売却損 268

投資有価証券評価損 25

投資有価証券売却損 0

特別損失合計 295

税金等調整前四半期純利益 519

法人税、住民税及び事業税 262

法人税等調整額 390

法人税等合計 653

四半期純損失（△） △133



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 40,204

売上原価 19,416

売上総利益 20,788

返品調整引当金繰入額 81

差引売上総利益 20,706

販売費及び一般管理費 19,533

営業利益 1,172

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 13

受取手数料 63

持分法による投資利益 365

雑収入 110

営業外収益合計 553

営業外費用  

支払利息 56

利息返還補償引当金繰入額 51

雑損失 89

営業外費用合計 197

経常利益 1,529

特別利益  

投資有価証券売却益 3

投資有価証券評価損戻入益 4

特別利益合計 7

特別損失  

固定資産除売却損 55

投資有価証券売却損 0

特別損失合計 56

税金等調整前四半期純利益 1,480

法人税、住民税及び事業税 167

法人税等調整額 400

法人税等合計 567

少数株主損失（△） △2

四半期純利益 914



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年６月20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 519

減価償却費 377

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51

返品調整引当金の増減額（△は減少） △10

返品破損引当金の増減額（△は減少） △7

利息返還補償引当金の増減額（△は減少） △5

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △522

受取利息及び受取配当金 △49

支払利息 103

固定資産除売却損益（△は益） 268

持分法による投資損益（△は益） △306

投資有価証券評価損益（△は益） 25

投資有価証券売却損益（△は益） △2

売上債権の増減額（△は増加） △750

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,035

仕入債務の増減額（△は減少） △2,489

その他 3,248

小計 2,485

利息及び配当金の受取額 40

利息の支払額 △106

為替予約等解約による支出 △983

法人税等の支払額 △413

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,022

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △1,103

固定資産の売却による収入 2,546

投資有価証券の取得による支出 △17

投資有価証券の売却による収入 560

貸付けによる支出 △5

貸付金の回収による収入 0

子会社株式の取得による支出 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,977

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） △2,000

長期借入金の返済による支出 △830

リース債務の返済による支出 △57

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △584

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,472

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △486

現金及び現金同等物の期首残高 5,607

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △85

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,035



 該当事項はありません。 

  

 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、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 

  

（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〕

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月21日 至 平成21年６月20日） 

 （注）１ 事業区分は当社グループの組織区分によっております。 

２ 事業区分の主な内容 

(1)通販事業……インターネット・カタログ等を媒体とする通信販売事業 

(2)金融事業……保険代理店事業及び消費者金融事業等 

(3)現販事業……店舗販売を中心とした対面販売による現物販売事業 

  

  
通販事業 
（百万円） 

金融事業 
（百万円） 

現販事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 67,904 1,066 4,231 73,202     ―  73,202 

 (2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
208     ―     ― 208 (208)     ― 

計 68,112 1,066 4,231 73,410 (208) 73,202 

営業利益 1,085 425 30 1,541 (1,004) 537 

経常利益 1,281 756 2 2,040 (1,229) 811 

〔所在地別セグメント情報〕

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月21日 至 平成21年６月20日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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〕

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月21日 至 平成21年６月20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。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年12月21日 
至 平成20年６月20日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    79,648  100.0

Ⅱ 売上原価    36,589  45.9

売上総利益    43,058  54.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    41,101  51.6

営業利益    1,956  2.5

Ⅳ 営業外収益     
  
  

１．持分法による投資利益  958        

２．受取手数料  120        

３．雑収入  201  1,279  1.6

Ⅴ 営業外費用          

１．為替予約等評価損  1,205        

２．商品評価損  1,017        

３．雑損失  234  2,456  3.1

経常利益        779  1.0

Ⅵ 特別利益                  

   固定資産売却益  2  2  0.0

Ⅶ 特別損失              

   固定資産除売却損  10            

   投資有価証券評価損  1            

   その他  0  12  0.0

税金等調整前中間純利益        769  1.0

法人税、住民税及び事業
税 

 96     

法人税等調整額  1,742  1,838  2.3

少数株主利益        0  0.0

中間純損失        1,070  △1.3

        



  

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年12月21日 
至 平成20年６月20日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前中間純利益  769

減価償却費  287

のれん償却額  19

貸倒引当金の増加額  29

返品調整引当金増加額  121

返品破損引当金増加額  31

受取利息及び受取配当金  △19

支払利息   21

為替予約等評価損   1,205

持分法による投資利益   △958

投資有価証券評価損  3

投資有価証券売却損  0

固定資産除売却損  8

売上債権の増加額  △2,362

たな卸資産の減少額  398

仕入債権の増加額  314

その他  2,717

小計  2,588

利息及び配当金の受取額  4

利息の支払額  △24

法人税等の還付額   216

法人税等の支払額  △57

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,727



  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年12月21日 
至 平成20年６月20日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

固定資産の取得による支
出 

 △1,178

固定資産の売却による収
入 

 9

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △40

投資有価証券の売却によ
る収入  

 35

貸付金の回収による収
入  

 0

子会社株式の取得による
収入 

 △52

その他  △0

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,225

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

長期借入金の返済による
支出 

 △830

自己株式の取得による支
出 

 △0

配当金の支払額  △790

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,621

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △31

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

 △150

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 6,924

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額 

 146

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 6,919

    



前中間連結会計期間（自 平成19年12月21日 至 平成20年６月20日） 

 海外売上高が、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〕

前中間連結会計期間（自 平成19年12月21日 至 平成20年６月20日） 

 （注） １ 事業区分は当社グループの組織区分によっております。 

 ２ 事業区分の主な内容 

(1)通販事業……カタログ等を媒体とする通信販売事業等 

(2)金融事業……保険代理店事業及び消費者金融事業等 

(3)現販事業……催事を中心とした対面販売による現物販売事業等 

   

  
通販事業 
（百万円） 

金融事業 
（百万円） 

現販事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  69,281  525  9,841  79,648  －  79,648

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  69,281  525  9,841  79,648  －  79,648

営業費用  65,723  293  10,472  76,489 1,201  77,691

営業利益又は営業損失(△)  3,557  232  △631  3,158 (1,201)  1,956

営業外損益  △2,016  946  △118  △1,188 11  △1,176

経常利益又は経常損失(△）  1,541  1,178  △750  1,970 (1,190)  779

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自 平成19年12月21日 至 平成20年６月20日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、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〕



６．その他の情報

【販売及び仕入の状況】 

(1)販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

   

(2)仕入実績 

 当第２四半期連結累計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  （注）１ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 金融事業は、仕入実績がないため該当事項はありません。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年12月21日 

   至 平成21年６月20日）  

  通販事業（百万円）     67,904 

  金融事業（百万円）     1,066 

  現販事業（百万円）     4,231 

合計（百万円）     73,202 

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年12月21日 

   至 平成21年６月20日）  

  通販事業（百万円）     32,025 

  現販事業（百万円）     1,564 

合計（百万円）     33,590 
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