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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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 29,619 ― △202 ― △282 ― △704 ―

20年12月期第2四半期 32,706 1.8 △67 ― △152 ― △395 ―

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 △16.23 ―

20年12月期第2四半期 △9.10 ―

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 35,646 12,325 33.9 278.04
20年12月期 38,870 12,475 31.5 282.27

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  12,068百万円 20年12月期  12,252百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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 65,000 1.6 300 ― 200 ― △200 ― △4.61
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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  
（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) 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 

・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。業績予想に関しましては、３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」をご参照ください。 
・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早期に適用しております。 

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 48,420,000株 20年12月期  48,420,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  5,015,687株 20年12月期  5,014,386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 43,405,112株 20年12月期第2四半期 43,405,804株
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当第２四半期連結累計期間のわが国の経済は、昨秋以降の金融経済危機による世界景気の悪化に伴い、
企業業績や個人消費など引き続き低迷する状況が続いています。 
このような中、当社グループでは、消費者の購買意識の変化に対応するため、機能・価格・素材などの

商品特徴をわかりやすく打ち出した重点商品の積極的な展開、原価率の低減、カタログ制作費用およびＤ
Ｍ配送費用のコスト削減、カタログ送付効率の最適化等の重点施策を着実に実行してまいりました。 
また、インターネットマーケティングでは、価格訴求型のネット限定キャンペーン、ネット限定商品の

拡充、ユーザビリティの改善などお客様の利便性向上に努め、Ｗｅｂ受注率を向上させてまいりました。
一方、新規事業戦略については、新素材卵殻膜配合化粧品「アルマード ラ ディーナ」や高感度ファッ

ションブランド「NORA」のアンテナショップ開設など積極的に展開しました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、消費環境悪化などにより296億19百万円(前年

同期比9.4％減)と業績予想を下回りましたが、コスト削減など効率化を進めた結果、営業損益及び経常損
益については、連結営業損失は２億２百万円（前年同期67百万円の損失）、連結経常損失２億82百万円
（前年同期１億52百万円の損失）と、ほぼ業績予想通りとなりました。なお、「棚卸資産の評価に関する
会計基準」の適用に伴い、商品評価損３億６百万円を特別損失に計上したことなどにより、連結四半期純
損失は７億４百万円（前年同期３億95百万円の損失）となりました。 
  
なお、前年同期比及び前年同期金額は、参考として記載しております。 

  

当第２四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32億24百万円減少し、

356億46百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の減少、たな卸

資産の減少によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて30億74百万円減少し、233億21百万円となりました。主な要因

は、未払金の減少、短期借入金の減少、一年以内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて１億49百万円減少し、123億25百万円となりました。主な要因

は、繰延ヘッジ損益の増加、利益剰余金の減少によるものであります。 

なお、平成21年７月21日返済予定のシンジケートローンにつきましては、同日に返済しております。

  
(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における連結ベースの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６億40百万円減少し、38億96百万円となりました。 
当第２四半期連結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増減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） 
営業活動の結果得られた資金は７億円となりました。 
これは、主として売上債権の減少９億56百万円、たな卸資産の減少５億64百万円、その他の資産の減

少４億57万円、前払費用の減少３億30百万円等の増加要因に対し、その他の負債の減少14億15百万円、
仕入債務の減少２億44百万円、未払消費税の減少94百万円等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95百万円となりました。 
これは、主として定期預金の払戻による収入２億90百万円の増加要因に対し、定期預金の預入による

支出１億90百万円、無形固定資産の取得による支出85百万円、貸付金による支出70百万円等の減少要因
があったことによるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用した資金は12億48百万円となりました。 
これは、主に短期借入金の減少５億円、長期借入金の返済による支出５億円、社債の償還による支出

１億70百万円等によるものであります。 
  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年2月19日に公表いたしました平成21年12月期の業績予想
に変更はありません。 

  

・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
(1) 財政状態の変動状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
① たな卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年
度に係る実地たな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 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。 
  

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出

する方法によっております。 
  

④ 法人税等の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 
  

  

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早期に適用しております。 
  

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 
「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)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として総平均法による
原価法から主として総平均法による原価法（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。 
この結果、従来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が

306百万円増加しております。 
  

③ 「リース取引に関する会計基準」等の適用 
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 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」(企業会計基準委
員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 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に適用し、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
賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上しております。 
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額

法によっております。 
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かかる方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
これに伴う損益への影響は軽微であります。 

  
  

  
  

  
  

  
  

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)

(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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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30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31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,267 5,008

受取手形及び売掛金 5,347 6,167

たな卸資産 6,046 6,610

その他 3,666 4,736

貸倒引当金 △248 △265

流動資産合計 19,078 22,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,482 7,670

土地 5,721 5,721

その他（純額） 791 802

有形固定資産合計 13,995 14,194

無形固定資産   

のれん 769 813

その他 721 597

無形固定資産合計 1,490 1,410

投資その他の資産   

その他 1,085 1,013

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 1,081 1,009

固定資産合計 16,568 16,614

資産合計 35,646 38,870
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,998 6,238

短期借入金 1,000 1,500

1年内返済予定の長期借入金 2,500 3,000

1年内償還予定の社債 340 340

未払金 7,034 8,164

未払法人税等 114 28

賞与引当金 307 73

返品調整引当金 91 95

ポイント引当金 1,106 1,084

その他 1,088 2,040

流動負債合計 19,581 22,566

固定負債   

社債 650 820

退職給付引当金 2,839 2,826

役員退職慰労引当金 1 1

利息返還損失引当金 95 95

その他 153 86

固定負債合計 3,739 3,829

負債合計 23,321 26,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,588 12,588

資本剰余金 3,659 3,659

利益剰余金 △2,475 △1,770

自己株式 △1,584 △1,584

株主資本合計 12,188 12,892

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

繰延ヘッジ損益 △120 △640

評価・換算差額等合計 △119 △640

新株予約権 40 27

少数株主持分 216 195

純資産合計 12,325 12,475

負債純資産合計 35,646 38,870
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(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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 29,619

売上原価 13,616

売上総利益 16,002

割賦販売未実現利益戻入額 484

割賦販売未実現利益繰入額 389

返品調整引当金戻入額 95

返品調整引当金繰入額 91

差引売上総利益 16,101

販売費及び一般管理費 16,304

営業損失（△） △202

営業外収益  

受取利息 6

受取送り状代金 18

その他 58

営業外収益合計 83

営業外費用  

支払利息 83

支払保証料 44

その他 34

営業外費用合計 162

経常損失（△） △282

特別利益  

前期損益修正益 13

その他 0

特別利益合計 13

特別損失  

たな卸資産評価損 306

その他 23

特別損失合計 329

税金等調整前四半期純損失（△） △598

法人税、住民税及び事業税 98

法人税等調整額 △13

法人税等合計 84

少数株主利益 21

四半期純損失（△） △704
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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  

税金等調整前四半期純損失（△） △598

減価償却費 253

無形固定資産償却費 179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17

賞与引当金の増減額（△は減少） 233

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4

ポイント引当金の増減額（△は減少） 21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12

受取利息及び受取配当金 △6

支払利息 83

為替差損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 956

たな卸資産の増減額（△は増加） 564

前払費用の増減額（△は増加） 330

仕入債務の増減額（△は減少） △244

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△5

未払消費税等の増減額（△は減少） △94

その他の資産の増減額（△は増加） 457

その他の負債の増減額（△は減少） △1,415

その他 17

小計 723

利息及び配当金の受取額 8

利息の支払額 △86

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 55

営業活動によるキャッシュ・フロー 700

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 △13

無形固定資産の取得による支出 △85

貸付けによる支出 △70

貸付金の回収による収入 5

定期預金の預入による支出 △190

定期預金の払戻による収入 290

その他 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △95
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(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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） △500

長期借入金の返済による支出 △500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △78

社債の償還による支出 △170

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,248

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △640

現金及び現金同等物の期首残高 4,537

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,896
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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。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早期に適用
しております。 

  

該当事項はありません。 

  

〔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21年１月１日 至 平成21年６月30日） 
全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める通信販売事業の割合が、いずれも90％を

超えているため、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〕 
当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 
在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 
当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 
海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

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) セグメント情報

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

  

 
  

  

「参考資料」

(１)（要約）四半期連結損益計算書

      前第２四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 32,706 100.0

Ⅱ 売上原価 15,168 46.4

   売上総利益 17,538 53.6

Ⅲ 売上総利益調整

 １ 割賦売上未実現利益戻入高 564

 ２ 割賦売上未実現利益繰入高 461

 ３ 返品調整引当金戻入額 107

 ４ 返品調整引当金繰入額 84

   調整後(差引)売上総利益 17,664 54.0

Ⅳ 販売費及び一般管理費

 １ 発送費 2,417

 ２ 販売用印刷費 4,446

 ３ 通信費 1,862

 ４ 販売促進引当金繰入額 596

 ５ 貸倒引当金繰入額 141

 ６ 給料手当 2,532

 ７ 賞与引当金繰入額 517

 ８ その他 5,216 17,731 54.2

   営業損失(△) △67 △0.2

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 8

 ２ 受取配当金 0

 ３ 為替差益 31

 ４ 受取送り状代金 19

 ５ その他 106 165 0.5

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 156

 ２ 支払保証料等 53

 ３ 利息返還損失引当金繰入額 34

 ４ その他 6 251 0.8

   経常損失(△) △152 △0.5

Ⅶ 特別利益

 １ 前期損益修正益 2 2 0.0

Ⅷ 特別損失

 １ 前期損益修正損 1

 ２ 固定資産除却損 4

 ３ 設備移転費用等 9

 ４ その他 2 17 0.0

   税金等調整前中間純損失(△) △167 △0.5

   法人税、住民税及び事業税 85

   法人税等調整額 124 209 0.6

   少数株主利益 17 0.1

   中間純損失(△) △395 △1.2
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30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損失(△) △167

   減価償却費 256

   無形固定資産償却 134

   貸倒引当金の増減(△)額 24

   賞与引当金の増減(△)額 285

   返品調整引当金の増減(△)額 △22

   販売促進引当金の増減(△)額 △236

   利息返還損失引当金の増減(△)額 19

   退職給付引当金の増減(△)額 △71

   受取利息及び受取配当金 △8

   支払利息 156

   為替差損益(△) △0

   固定資産除却損 4

   売上債権の増(△)減額 707

   営業貸付金の増(△)減額 0

   たな卸資産の増(△)減額 123

   前払費用の増(△)減額 294

   仕入債務の増減(△)額 3,603

   未払法人税等の増減(△)額 2

   未払消費税等の増減(△)額 2

   その他の資産の増(△)減額 8

   その他の負債の増減(△)額 △1,304

   その他 14

    小計 3,825

   利息及び配当金の受取額 9

   利息の支払額 △150

   法人税等の支払額（△） △146

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,537
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前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

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 △164

   有形固定資産の売却による収入 124

   無形固定資産の取得による支出 △97

   貸付金の回収による収入 12

   定期預金の預入による支出 △410

   定期預金の払戻による収入 410

    連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,101

   その他 △61

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,288

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減(△)額 2,000

   長期借入金の返済による支出 △500

   ファイナンス・リース債務返済による支出 △73

   自己株式の売却による収入 0

   自己株式の取得による支出 △0

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,426

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △13

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額 3,661

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,066

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 7,727

株式会社セシール（9937）　平成21年12月期　第2四半期決算短信　

-13-



  

 
  

  

 
  

仕入及び販売の状況

(１)仕入実績

事業の種類別セグメント

前年同四半期累計期間 
(平成20年12月期第２四半期)

当四半期累計期間 
(平成21年12月期第２四半期)

（参考）前期 
(平成20年12月期)

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

通信販売事業

 アウターウェア 6,036 40.3 4,776 36.7 11,521 39.9

 インナーウェア 2,927 19.5 2,827 21.7 5,611 19.4

 レッグニット 750 5.0 632 4.9 1,501 5.2

 ファッショングッズ等 1,257 8.4 1,278 9.8 2,698 9.3

 ライフグッズ 3,990 26.7 3,492 26.9 7,573 26.2

 小計 14,962 100.0 13,006 100.0 28,907 100.0

その他の事業 ― ― 2 0.0 ― ―

 合計 14,962 100.0 13,009 100.0 28,907 100.0

(２)販売実績

① 部門別販売実績

事業の種類別セグメント

前年同四半期累計期間 
(平成20年12月期第２四半期)

当四半期累計期間 
(平成21年12月期第２四半期)

（参考）前期 
(平成20年12月期)

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

通信販売事業

 アウターウェア 12,188 37.3 10,818 36.5 23,058 36.1

 インナーウェア 6,539 20.0 6,006 20.2 13,108 20.5

 レッグニット 1,608 4.9 1,391 4.7 3,294 5.2

 ファッショングッズ等 2,549 7.8 2,742 9.3 5,173 8.1

 ライフグッズ 7,768 23.7 6,791 23.0 15,321 23.9

 その他 1,849 5.7 1,779 6.0 3,588 5.6

 小計 32,503 99.4 29,529 99.7 63,544 99.4

その他の事業 203 0.6 89 0.3 426 0.6

 合計 32,706 100.0 29,619 100.0 63,971 100.0
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② 品目別販売実績

事業の種類別セグメント

前年同四半期累計期間 
(平成20年12月期第２四半期)

当四半期累計期間 
(平成21年12月期第２四半期)

（参考）前期 
(平成20年12月期)

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

通信販売事業

 婦人外着 8,276 25.3 7,498 25.3 15,447 24.2

 紳士・子供外着 3,911 12.0 3,319 11.2 7,611 11.9

 婦人下着類 4,861 14.9 4,572 15.4 9,731 15.2

 紳士・子供下着類 1,678 5.1 1,434 4.8 3,377 5.3

 レッグニット 1,608 4.9 1,391 4.7 3,294 5.2

 ファッショングッズ等 2,549 7.8 2,742 9.3 5,173 8.1

 寝装・インテリア 4,416 13.5 3,626 12.3 8,894 13.9

 生活・趣味用品等 3,351 10.2 3,164 10.7 6,427 10.0

 その他 1,849 5.7 1,779 6.0 3,588 5.6

 小計 32,503 99.4 29,529 99.7 63,544 99.4

その他の事業 203 0.6 89 0.3 426 0.6

 合計 32,706 100.0 29,619 100.0 63,971 100.0
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