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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7月31日） 

(注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在しておりますが希薄化効果を有しないため記載しておりません。 

(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1月期第2四半期 3,364 ― 55 ― 54 ― 30 ―
21年1月期第2四半期 2,698 ― 100 ― 100 ― 69 ―

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1月期第2四半期 3,049.98 ―
21年1月期第2四半期 6,344.50 ―

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1月期第2四半期 1,944 954 49.1 95,925.82
21年1月期 1,407 944 67.1 92,005.43

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  954百万円 21年1月期  944百万円

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1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年1月期 ― 0.00
22年1月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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 6,675 21.6 150 7.3 150 6.6 82 △11.7 8,111.90
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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 「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 「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22年１月期の連結業績予想につきましては、平成21年３月16日発表の予想から修正しておりません。 ただし、当四半期に自己株式を取得し 
  たことに伴い、１株当たり当期純利益の予想数値は増加しております。 
2. 本資料に記載されている連結業績予想は、当社が現在入手している情報およ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 
  は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項などについては、4ページ 「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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第2四半期 11,281株 21年1月期  11,281株
② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  1,335株 21年1月期  1,018株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第2四半期 10,160株 21年1月期第2四半期 10,931株
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 当第２四半期連結累計期間(平成21年２月１日から平成21年７月31日)におけるわが国経済は、生産や輸出が上向き

つつあること、また自動車の在庫調整が大きく進んできたことに加え、エコカー減税の効果で新車販売台数が増加に

転じているなど、一部では景気の底打ち感が出ておりますが、全体的には所得への懸念を背景とした消費の低迷や完

全失業率が５％台に乗るなど予断を許さない状況となっております。 

  当社グループが属するＥコマース事業では、平成20年度末のインターネット利用者数は平成19年度末より280万人 

増加して9,091万人となり国民の４人に３人がインターネットを利用し、更に、ブロードバンド回線の契約数は平成 

19年度末より181万件増加し、3,011万件の契約となるなど、インターネットの接続環境は大きく変化しております。

また、インターネットによる商品・サービスの購入経験は、平成19年度末より0.9ポイント増加し53.6％に伸びてお 

ります。* 

 増加となった理由は、「店舗に行く必要がない」、「オンラインショッピングのほうが安い」、「営業時間を気に

しなくてよい」、「各店舗の価格を比較できる」、「商品に関する情報が豊富」などがあげられ、加えて不況の影響

による「巣ごもり消費」（外に出かけず家庭内で消費活動を完結させること）が総体的にＥＣ化率を高める結果とな

りました。 

 このような状況の下、当社グループは、前期に引き続き「不況こそシェアを伸ばす最大のチャンス」をグループの

スローガンとして、積極果敢な施策を講じてまいりました。   

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 千円、営業利益は 千円、経常利益は 

  千円、四半期純利益は 千円となりました。   

  

*数値は総務省平成21年度版情報通信白書及び財団法人インターネット協会インターネット白書2009 

  

 なお、事業別の状況は次の通りであります。 

  ① Ｅコマース（インターネット通信販売）事業  

   Ｅコマース（インターネット通信販売）事業は、深刻化する消費低迷をよそに、インターネット利用者数の増

  加、ブロードバンドの普及など、年々改善されるネット利用環境を背景として、前第２四半期連結累計期間と比

    較し、売上高126.2％、出荷件数138.2％、会員数125.2％と堅調に推移いたしました。 

   釣具・アウトドア用品を取り扱うＥＣサイト「アウトドア＆フィッシング ナチュラム」では、集客ツールで

  ある「blog＠naturum」の大幅なリニューアルを行い、2009年７月末時点で、会員数14,500人、開設ブログ数 

  11,300ブログ、月間4,200万ＰＶ（ページビュー）となり、業界最大級のアウトドア・フィッシングのコミュニ 

  ティサイトに成長いたしました。 

   健康・美容商品に特化したＥＣサイト「健康計画」では、2003年のオープンから今日まで着実に成長を続け、

  サイト開設６周年を迎えるにあたり、セール商品を多数ご用意し、全商品を対象としたポイント２倍セールなど

  の大謝恩セールを行いました。 

   昨年９月にオープンしたフィギュアやプラモデルなどの「オタク」に特化したホビー商品を取り扱うＥＣサイ

  ト「オタクの電脳街」では、独自ドメインで運営する本店とは別に、「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」、「楽天 

  市場」のショッピングモール（仮想商店街）への出店を行う一方で取扱商品の拡充を図り、2009年７月末時点 

  で商品登録点数７万点を突破いたしました。また、2009年７月１日より送料無料キャンペーンを開始し、トッ 

  プシェアの早期確保を目指して取り組んでおります。  

   以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるＥコマース（インターネット通信販売）事業の売上高は、 

  千円となりました。 

  

②  ＥＣソリューション事業 

   ＥＣソリューション事業は、ソリューションサービスのプラットフォームとなるオンラインショップ統合シス

  テム「Genesis-EC」の機能強化を図り、ＥＣ事業者様の利便性の強化に努めました。 

   また、ＥＣ事業では「掲載するアイテム数と売上の相関性は高い」という認識により、取扱商品数を現在の２

  倍、３倍、４倍に増やす中小ＥＣ企業が増加の傾向にあります。当社では中国子会社（成都音和娜網絡服務有 

  限公司）を介した業務処理のオフショア化、ＢＰＯ（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業により、取扱商

  品数の拡大に伴う商品登録作業などにより増加する業務負担を、高品質、廉価で提供することで多くのクライア

  ントに支持を頂きました。 

   以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるＥＣソリューション事業の売上高は、 千円となりま 

  した。 

  

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

3,364,419 55,143

54,614 30,987

3,246,812

117,607
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   （１）資産、負債及び純資産の状況 

 【資産の部】   

   流動資産は、主に売掛金及び商品の増加により 千円(同39.4％増)となりました。 

    固定資産は、ソフトウェアの開発などの投資を引き続き行ったことなどから259,996千円(同30.2％増)となりま 

   した。 

  以上の結果、当第２四半期末における資産の部合計は、 千円(前期末比38.1％増)となりました。 

  【負債の部】  

    流動負債は、主に買掛金、短期借入金の増加により 千円(同105.0％増)となりました。  

    固定負債は、長期未払金、長期リース債務の増加により 千円(同―)となりました。 

  以上の結果、当第２四半期末における負債の部合計は、 千円(同113.7％増)となりました。 

  【純資産の部】 

    当第２四半期末における純資産の部合計は、利益剰余金の増加などにより 千円(同1.0％増)となりまし 

  た。 

  

     （２）キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期連結会計期間末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77,062千円増加し、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は387,580千円となりました。 

    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要因は次の通りであります。 

   

    (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、24,141千円となりました。 

    これは、税金等調整前四半期純利益54,615千円を計上したこと及び、売上債権の増加額253,859千円、たな卸資 

    産の増加額130,428千円、仕入債務の増加額280,339千円、及び法人税等の支払額33,498千円が主な要因でありま

    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、42,810千円となりました。 

    これは、有価証券（円建社債）の取得による支出10,000千円、有形固定資産の取得による支出9,001千円及び無 

    形固定資産の取得による支出30,798千円が主な要因であります。 

  

    (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、144,014千円となりました。 

    これは、短期借入金の純増額170,000千円、自己株式の取得による支出21,160千円、長期未払金の返済による支 

    出4,366千円が主な要因であります。 

  

  平成22年１月期の通期の業績予想につきましては、平成21年３月16日に「平成21年１月期 決算短信」において 

 発表いたしました業績予想から変更はございません。 

   なお、当社グループが取り扱う商品には釣具・アウトドア用品といった、基本的に屋外で楽しむものが多数あり

 ます。そのため、当社グループは春から秋に売上が増加する業績の季節的な変動があります。また、実際の業績等

 は、経済情勢・経営環境・顧客の嗜好の変化・天候などの影響により大きく異なる可能性があります。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,684,424

1,944,421

950,190

40,152

990,343

954,078

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） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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ものと認められるため、前連結会計年度

末において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

   

②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。 

  

③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

状況に著しい変化がないと認められるので、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によっております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

 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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による低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（企業会計基準委員会））が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（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。 

  この変更に伴う当第２四半期連結財務諸表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、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方法に準じた

 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。 

  この変更に伴う当第２四半期連結財務諸表に与える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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 387,580 310,518

売掛金 648,362 394,502

有価証券 10,000 －

商品及び製品 576,040 446,833

原材料及び貯蔵品 3,153 1,931

繰延税金資産 18,042 18,042

その他 41,386 36,287

貸倒引当金 △141 △88

流動資産合計 1,684,424 1,208,027

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 41,691 34,184

無形固定資産   

無形固定資産合計 135,118 76,314

投資その他の資産   

投資有価証券 24,800 30,000

関係会社株式 10,175 11,724

関係会社出資金 11,700 11,700

その他 36,510 35,758

投資その他の資産合計 83,186 89,182

固定資産合計 259,996 199,681

資産合計 1,944,421 1,407,709

負債の部   

流動負債   

買掛金 564,496 284,157

短期借入金 170,000 －

未払法人税等 25,077 34,549

賞与引当金 3,140 －

ポイント引当金 32,199 29,123

未払金 124,636 87,641

その他 30,641 27,986

流動負債合計 950,190 463,457

固定負債   

長期未払金 28,248 －

リース債務 11,903 －

固定負債合計 40,152 －

負債合計 990,343 463,457
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７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１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 602,737 602,737

資本剰余金 157,490 157,490

利益剰余金 313,688 282,701

自己株式 △119,838 △98,677

株主資本合計 954,078 944,251

純資産合計 954,078 944,251

負債純資産合計 1,944,421 1,407,709
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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：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 3,364,419

売上原価 2,440,387

売上総利益 924,031

販売費及び一般管理費 868,888

営業利益 55,143

営業外収益  

受取利息 318

その他 1,212

営業外収益合計 1,530

営業外費用  

支払利息 416

持分法による投資損失 1,548

その他 94

営業外費用合計 2,059

経常利益 54,614

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

税金等調整前四半期純利益 54,615

法人税等 23,628

四半期純利益 30,987
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 1,963,027

売上原価 1,444,855

売上総利益 518,171

販売費及び一般管理費 480,001

営業利益 38,170

営業外収益  

受取利息 141

持分法による投資利益 26

その他 451

営業外収益合計 618

営業外費用  

支払利息 347

その他 72

営業外費用合計 420

経常利益 38,368

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

税金等調整前四半期純利益 38,369

法人税等 16,130

四半期純利益 22,238
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７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 54,615

減価償却費 20,295

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,140

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） 52

受取利息及び受取配当金 △318

支払利息 416

持分法による投資損益（△は益） 1,548

売上債権の増減額（△は増加） △253,859

たな卸資産の増減額（△は増加） △130,428

仕入債務の増減額（△は減少） 280,339

未払金の増減額（△は減少） 35,818

その他 △5,272

小計 9,424

利息及び配当金の受取額 349

利息の支払額 △416

法人税等の支払額 △33,498

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,141

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △9,001

無形固定資産の取得による支出 △30,798

投資有価証券の取得による支出 △4,800

投資有価証券の償還による収入 10,000

その他 1,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,810

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） 170,000

自己株式の取得による支出 △21,160

リース債務の返済による支出 △458

長期未払金の返済による支出 △4,366

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,062

現金及び現金同等物の期首残高 310,518

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,580
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 該当事項はありません。 

  

 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

６．その他の情報
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「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20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        2,698,638  100.0

Ⅱ 売上原価        1,969,700  73.0

売上総利益        728,938  27.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        628,466  23.3

営業利益        100,472  3.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  688            

２．講演料収入  225            

３．為替損益  172            

４. その他  339  1,425  0.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  22            

２．自己株式取得費    841            

３．持分法による投資損失  257            

４. その他   97  1,219  0.0

経常利益        100,678  3.7

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  6,000            

２．投資損失引当金戻入益  22,851            

３．その他   4  28,855  1.1

Ⅶ 特別損失                  

    情報セキュリティ対策費  25,606  25,606  0.9

税金等調整前中間純利益        103,927  3.9

法人税、住民税及び事業税  29,425            

法人税等調整額  5,149  34,575  1.3

中間純利益        69,352  2.6
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（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20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円） 

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  103,927

減価償却費   14,773

貸倒引当金の減少額  △1

賞与引当金の増加額  1,063

ポイント引当金の増加額  12,183

投資損失引当金の減少額  △22,851

受取利息  △688

支払利息  22

投資有価証券売却益  △6,000

持分法による投資損失  257

自己株式取得費  841

売上債権の増加額  △254,261

たな卸資産の増加額   △109,200

仕入債務の増加額   227,152

その他  58,678

小計  25,898

利息の受取額  661

利息の支払額  △22

法人税等の支払額  △2,606

営業活動によるキャッシュ・フロー  23,930

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  △10,511

無形固定資産の取得による支出  △5,704

投資有価証券の取得による支出  △53,500

投資有価証券の売却及び償還による
収入 

 31,000

その他  △312

投資活動によるキャッシュ・フロー  △39,028

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出  △98,350

その他  △2,419

財務活動によるキャッシュ・フロー  △100,770

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △115,868

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  451,346

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  335,478
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