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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,039 2.4 93 △5.3 90 △15.7 52 △16.3

21年3月期第1四半期 1,992 ― 98 ― 107 ― 62 ―

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3月期第1四半期 2,484.37 ―

21年3月期第1四半期 2,967.97 ―

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3月期第1四半期 3,859 2,797 72.5 132,022.39
21年3月期 4,060 2,826 69.6 133,401.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,797百万円 21年3月期  2,826百万円

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3月期 ― 0.00 ― 3,863.00 3,863.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 1,416.00 1,416.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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）

（注）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

第2四半期 
累計期間

4,257 5.1 33 △82.1 33 △83.2 19 △83.5 896.64

通期 9,300 9.3 172 △62.3 172 △62.9 100 △63.3 4,719.20
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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  無  

(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） 

(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 無

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3月期第1四半期 21,190株 21年3月期  21,190株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 21,190株 21年3月期第1四半期 21,190株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、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。 
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当第１四半期におけるわが国経済は、さまざまな景気対策が実施されているものの雇用環境の悪化や消費の不振等

は改善されていないため、景気の先行きに依然として不透明感があり、厳しい状況が続きました。また、当社が属す

る衣料小売業界におきましても、商品の低価格化とそれに伴う企業間の価格競争はより一層激しさを増しており、非

常に厳しい状況が続きました。 

このような経済状況のもとで、当社は人気ファッション雑誌との提携強化、お客様ニーズにあった人気ブランドの

新規導入を進めながら、当社独自の編集企画の充実も図ってまいりました。主力のマガシーク事業では、(株)小学館

の「CanCam」、(株)主婦の友社の「Ray」、(株)講談社の「with」、(株)集英社の「LEE」と連動した雑誌専用ショッ

ピングサイトにて、雑誌編集部との連携を高めて品揃えを行うとともに、ユーザービリティ向上を目的として、サイ

トリニューアルを行いました。また、(株)小学館の「AneCan」での編集通販企画も実施することで、品揃えを強化す

ることができました。一方、アパレル・ファッション雑貨メーカー等との取引関係においては、既存ブランドからの

充実した品揃えを進めると同時に、お客様ニーズに即して、「ローリーズファーム」「ジーナシス」「ヘザー」「ア

パートバイローリーズ」「グローバルワーク」「サルース」「アン プリュス アン」「クラスキー」等の人気ブラン

ドの新規導入を行いました。メンズファッションＥコマースサイト「mfm（マガシークフォーメン）」では、(株)ベ

ストセラーズの人気メンズファッション誌「Men's JOKER」との提携において、人気ブランドとのコラボ通販企画を

実施しました。出版社との提携強化、メーカー等からの品揃え強化に加えて、新規会員獲得の施策として、雑誌への

広告掲載、リスティングやバナー等のウェブ広告を継続しながら、メールマガジン登録キャンペーン等を実施しまし

た。また既存会員へのサービスとして、マガシークカード決済にて10%OFFキャンペーンを実施いたしました。さらに

前述の「mfm」では、年内送料無料とするサービスを開始いたしました。 

アウトレットピーク事業では、充実した品揃えのため新規ブランドの導入を進めているなかで、ファッション業界

全般のプロパー販売不振の影響により、メーカー等からの参加引き合いも増加し、新規ブランドや期間限定ブランド

の導入が進み、販売商品の増加を図ることができました。  

この結果、総会員数は、当第１四半期に４万５千人増加し、平成21年６月末現在98万８千人（前年同期末比24.6％

増）となりました。 

当社の当第１四半期の売上高は、総会員数の増加とそれに伴う販売商品数の増加の結果、2,039百万円（前年同期

比2.4％増）となりました。また、当第１四半期の営業利益は93百万円（同5.3％減）、経常利益は90百万円（同

15.7％減）、四半期純利益は52百万円（同16.3％減）となりました。  

なお、事業部門別の業績は次のとおりです。  

① マガシーク事業  

当事業では、ファッション雑誌に掲載された商品や人気ブランドの商品をインターネットで購入できるＥコマース

サイト「magaseek.com」を運営いたしております。「アプワイザー・リッシェ」「ジャスグリッティー」「レストロ

ーズ」「ラグジュエル」「ボッシュ」「ロペ」「アナイ」「ナチュラルビューティーベーシック」「プロポーション

ボディドレッシング」「ロペピクニック」「ローリーズファーム」等の商品の販売が売上を牽引しました。一方で、

新規の人気ブランドの導入を進めた結果、平成21年６月末現在で560以上まで取り扱いブランドを拡大することがで

きました。また、(株)小学館、(株)主婦の友社、(株)講談社、(株)集英社、(株)光文社、(株)宝島社、(株)ベストセ

ラーズの人気ファッション雑誌との提携を強化し、誌面連動通販企画の実施や、掲載商品の品揃えを行うとともに、

自社編集にてモデル着用画像の拡大、着回しコーディネート企画の提案、水着等シーズンアイテムの品揃えの充実、

先行受注会のコーナー化を進めました。さらに、メーカー等からの要望に対応して、６月中旬からプレセールを行い

ました。新規会員獲得を目的とした雑誌およびウェブ上での広告も継続して実施しております。しかしながら、全般

的なお客様の低価格志向の高まりに対応し、従来よりも低価格な商品の販売強化を進めたことや、プレセールを前倒

しで実施した影響により、販売数量の増加は進んだものの、商品単価の下落が予測以上に進みました。「mfm（マガ

シークフォーメン）」も当事業に含まれています。以上の結果、当第１四半期の売上高は1,537百万円（同0.5％減）

となりました。  

② アウトレットピーク事業 

当事業は、人気ファッションブランドの売れ残り商品をインターネット上で値引き販売を行うＥコマースサイト

「outletpeak.com」を運営いたしております。既存ブランドである「アプワイザー・リッシェ」「ジャスグリッティ

ー」「ミッシュマッシュ」「キスミス」「エー・アール」「レッセパッセ」「モード・エ・ジャコモ」等の人気ブラ

ンドの商品の販売が好調であったことに加えて、シーズンアイテムの販売や、お買い得感の高いお楽しみ袋の販売等

を行いました。また期間限定セールにて、大型人気ブランドの「ピンキー＆ダイアン」「マテリア」「ボッシュ」

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報
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「メイソングレイ」「ナチュラルビューティーベーシック」「プロポーションボディドレッシング」等の商品を販

売いたしました。併せてウェブ等での広告効果により、当第１四半期の売上高は495百万円（同13.1％増）となりま

した。  

③ その他事業 

広告事業等を行っており、当第１四半期の売上高は５百万円（同36.9％減）となりました。 

  

当第１四半期末の総資産額は、3,859百万円となり、前事業年度末と比較して200百万円減少いたしました。主な要

因は、有価証券1,400百万円及び売掛金が95百万円増加したものの、現金及び預金が1,741百万円減少したことによる

ものであります。 

負債総額は1,061百万円となり、前事業年度末と比較して171百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金85百万

円及び法人税等の支払い等に伴い未払法人税等が84百万円減少したことによるものであります。 

純資産は2,797百万円となり、前事業年度末と比較して29百万円減少いたしました。主な要因は利益剰余金が四半

期純利益により52百万円増加したものの、剰余金の配当により81百万円減少したことによるものであり、自己資本比

率は72.5％となりました。 

  

〈キャッシュ・フローの状況〉 

当第１四半期末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前事業年度末から341百万円減少

し、当第１四半期末では1,926百万円となりました。  

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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261百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益90百万円による資金の増

加要因はあったものの、売上債権の増加額95百万円、仕入債務の減少額85百万円及び法人税等の支払額104百万円等

の資金の減少要因があったことによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は８百万円となりました。これは有形固定資産の取得２百万円及び無形固定資産の取

得６百万円による支出であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は71百万円となりました。これは配当金の支払いによる支出であります。 

  

人気ファッション誌、人気ブランドとの提携や企画の強化により、総会員数や商品販売数のさらなる増加を見込ん

でおります。そのため、売上高や利益面において順調に推移する見通しです。  

現時点において平成21年４月28日に公表いたしました「平成21年３月期 決算短信（非連結）」における第２四半

期累計期間及び通期の業績予想から変更はございません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 526,157 2,268,095

売掛金 1,088,233 992,413

有価証券 1,400,266 －

商品 355,007 347,914

貯蔵品 5,636 6,458

前払費用 43,019 42,389

繰延税金資産 39,761 54,190

未収入金 77,126 32,450

その他 75 －

貸倒引当金 △156 △156

流動資産合計 3,535,126 3,743,757

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 28,372 28,274

工具、器具及び備品（純額） 74,272 78,160

有形固定資産合計 102,645 106,435

無形固定資産   

商標権 44,307 45,692

ソフトウエア 35,577 35,493

ソフトウエア仮勘定 41,757 29,988

無形固定資産合計 121,642 111,173

投資その他の資産   

長期前払費用 1,012 －

繰延税金資産 4,381 4,355

敷金 94,577 94,577

投資その他の資産合計 99,970 98,932

固定資産合計 324,259 316,541

資産合計 3,859,386 4,060,298
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 695,583 781,239

未払金 262,629 257,761

未払法人税等 25,155 109,391

賞与引当金 － 15,735

返品調整引当金 6,596 6,389

ポイント引当金 14,001 12,953

その他 51,787 44,619

流動負債合計 1,055,755 1,228,090

固定負債   

退職給付引当金 6,076 5,440

固定負債合計 6,076 5,440

負債合計 1,061,831 1,233,530

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,156,618 1,156,618

資本剰余金 755,625 755,625

利益剰余金 885,311 914,524

株主資本合計 2,797,554 2,826,767

純資産合計 2,797,554 2,826,767

負債純資産合計 3,859,386 4,060,298

マガシーク㈱（3060）平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 6 －



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,992,279 2,039,117

売上原価 1,401,391 1,465,963

売上総利益 590,887 573,153

返品調整引当金戻入額 6,685 6,389

返品調整引当金繰入額 7,155 6,596

差引売上総利益 590,417 572,946

販売費及び一般管理費 491,927 479,711

営業利益 98,489 93,234

営業外収益   

受取利息 1,552 332

受取手数料 6,711 3,189

その他 273 －

営業外収益合計 8,537 3,522

営業外費用   

倉庫移転関連費用 － 6,400

その他 － 174

営業外費用合計 － 6,574

経常利益 107,027 90,182

税引前四半期純利益 107,027 90,182

法人税、住民税及び事業税 35,316 23,135

法人税等調整額 8,819 14,402

法人税等合計 44,136 37,538

四半期純利益 62,891 52,643

マガシーク㈱（3060）平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 7 －



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 107,027 90,182

減価償却費 29,671 11,788

貸倒引当金の増減額（△は減少） 272 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,256 △15,735

返品調整引当金の増減額（△は減少） 470 206

ポイント引当金の増減額（△は減少） 616 1,048

退職給付引当金の増減額（△は減少） 547 635

受取利息 △1,552 △332

売上債権の増減額（△は増加） △77,104 △95,820

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,812 △6,269

未収入金の増減額（△は増加） △12,924 △44,675

仕入債務の増減額（△は減少） △74,576 △85,655

未払金の増減額（△は減少） △17,146 △15,410

その他 2,980 2,574

小計 △115,789 △157,464

利息の受取額 1,552 332

法人税等の支払額 △116,551 △104,495

営業活動によるキャッシュ・フロー △230,787 △261,626

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 △3,278 △2,220

無形固定資産の取得による支出 － △6,371

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,278 △8,592

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △67,019 △71,453

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,019 △71,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △301,085 △341,672

現金及び現金同等物の期首残高 2,137,163 2,268,095

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,836,077 1,926,423
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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