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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 27,805 △5.7 1,102 △31.2 1,218 △30.1 1,130 △0.3
21年3月期第2四半期 29,483 ― 1,602 ― 1,743 ― 1,133 ―

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2四半期 41.33 ―
21年3月期第2四半期 41.32 ―

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2四半期 47,031 20,401 43.4 746.20
21年3月期 48,202 19,366 40.2 708.32

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  20,401百万円 21年3月期  19,366百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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

通期 57,300 △4.4 1,500 △16.5 1,700 △18.6 1,200 ― 43.89
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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、６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、６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７月29日に公表いたしました連結業績予想は、通期を本資料において修正しております。 
２．上記予想は本資料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場合
があります。なお、上記予想に関する事項は、５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覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3月期第2四半期 28,570,650株 21年3月期  28,570,650株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,230,060株 21年3月期  1,229,557株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 27,340,787株 21年3月期第2四半期 27,422,844株
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平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

（参考）個別業績予想

  （％表示は対前期増減率）

  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  49,700  △5.2 450 △40.0 1,000 △26.4 700  － 25.60
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【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（６カ月）におけるわが国の経済は、急速に悪化していた景気もエコ商品助成政策など

により一部の製造業において持ち直しの兆しが見えてきたものの、企業業績は依然として大幅な減少を続けるととも

に、設備投資の減少、雇用情勢の悪化等、厳しい状況が続いております。 

小売業界におきましては、雇用者所得が減少し、購買意欲が減退しているなか、百貨店、量販店、コンビニエンス

ストア、通信販売などほとんどの業態において、低価格政策を打ち出し、厳しい販売競争を展開しています。 

このような情勢下におきまして、当社グループは、平成20年３月期から推進しております「破壊と創造」を基本方

針とする中期経営計画を３カ年から４カ年に期間を変更し、当期を「成長への地固めフェーズ２」として、「ＳＴＥ

Ｐ（ステップ）経営（Small Teams Earn Profitの略）」の導入および安定的な収益体質とするための経費削減プ

ロジェクト「プロジェクト５０」の推進に取り組むなど経営基盤の強化に努めております。 

また、当社は、本年10月１日から社名を「株式会社スクロール」に変更し、スクロールのめざす未来像として今後

次の５つを推進してまいります。 

①カタログ通販の既成概念を打破したファッションＥＣ企業になること。 

②Ｍ＆Ａ、海外展開等を積極的に推進する成長企業となること。 

③有能でアクティブな人材を育成し、グローバルで洗練された感性を持つ人材企業になること。 

④常に変化を追い求める進化企業となること。 

⑤社会貢献、環境保護活動に積極的に取り組む社会企業となること。 

当第２四半期連結累計期間（６カ月）におきましては、消費不振等の影響により連結売上高は２７８億５百万円

（前年同期比５．７％減）となりました。利益面におきましては、社名変更に係るＰＲ等の費用、生協販売における

カタログ増刷費用、ＢＣＰ（災害時事業継続計画）関連投資に係る減価償却費用等の増加があったものの、「プロジ

ェクト５０」による経費削減、原価改善及び確定拠出型企業年金制度へ移行したことによる退職給付費用の減少等に

より補い、連結営業利益は１１億２百万円（同３１．２％減）、連結経常利益は１２億１８百万円（同３０．１％

減）となりました。連結四半期純利益につきましては、繰越欠損金の未解消により法人税が減少したことにより、１

１億３０百万円（同０．３％減）となりました。 

  

（事業の種類別セグメントの状況） 

セグメント別の売上高は連結相殺消去後、営業利益は連結相殺消去前の数値を記載しております。  

（１）通信販売事業 

カタログ販売・インターネット販売におきましては、各社がインターネット通販に活路を求め競争が激しく、

厳しい受注状況で推移するなか、社名変更の告知効果を高め、受注促進を図ることを目的としたバーゲンセール

を「カウントダウンキャンペーン」と銘打ち展開することで、積極的な売上拡大に努めました。 

生協販売におきましては、節約志向や買い控えの傾向が強まるなか、引き続きカタログページ数を増加し売場

の拡大を図ることにより更なる売上拡大を推し進め、９月からは、社名変更告知キャンペーンをスタートし、告

知媒体としてインターネットを利用するなど、新たな取り組みを始めております。 

以上の結果、売上高は２４０億８９百万円（前年同期比６．４％減）となり、営業利益は５億９７百万円（同

４１．９％減）となりました。  

（２）ソリューション事業 

ソリューション事業におきましては、本年10月１日からの「株式会社スクロール３６０」への社名変更を契機

とし、さらなる営業力の強化に向けた準備をすすめてまいりました。具体的な施策といたしましては、①本年９

月25日に竣工した新ソリューションセンター（静岡県磐田市）における出荷代行サービスの営業拡大、②ＥＣサ

イト構築からバックヤード機能までをフルサポートする「Xspeecs（クロススピークス）」システムの開発（本

年11月から提供開始）、③クライアントの在庫処分機能をもつアウトレットサイト「Happy Basket（ハッピー

バスケット）」の導入、により３６０度全方位のサポートを強みとした新たなクライアント企業の開拓を推進し

ております。 

以上の結果、売上高は２９億９８百万円（前年同期比３．３％増）、営業利益は１億５７百万円（同３２．

３％減）となりました。  
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（３）金融事業 

金融事業におきましては、本年３月23日に公表しましたとおり、６月末をもって個品割賦事業における新たな

債権の買取りを停止し、同事業を休止いたしました。以降は、保有債権の回収に専念し、有利子負債の完済に努

めております。なお、利息返還請求による損失に備えるため、損失発生見込額２億７６百万円を引当金計上して

おります。 

以上の結果、取扱高は３億４７百万円（前年同期比９２．８％減）、営業収益は７億１６百万円（同１６．

０％減）となり、営業利益は１億９４百万円（同４．９％減）となりました。  

  

当第２四半期末の資産合計は、現金及び預金や設備投資に伴う建物及び構築物の資産が増加しましたが、金融事業

の休止による受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ１１億７０百万円減少し、４７０億３

１百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ２２億５百万円減少し、２６６億３０百万円となりました。この主な要因

は、未払金が増加する一方、仕入の減少に伴う支払手形及び買掛金が減少したことや、借入金の返済によるものであ

ります。 

純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ１０億３５百万円増加し、２０４億１百万

円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の４０．２％から３．２ポイント上昇し、４３．４％となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、営業活動の結果得られ

た資金は４２億１３百万円となりましたが、投資活動により８億６０百万円、財務活動により６億３８百万円資金が

減少したことにより、前連結会計年度末に比べ２７億１５百万円増加し、８８億６７百万円となりました。 

（１）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により獲得した資金は、未払債務や仕入債務の減少がありましたが、金融事業を休止したことにより

営業債権が減少するとともに、税金等調整前四半期純利益１２億９百万円を獲得することにより、４２億１３百

万円（前年同期比２３１.７％増）となりました。 

（２）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用した資金は、有形固定資産の取得などにより８億６０百万円（同２．３％増）となりまし

た。 

（３）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により使用した資金は、短期借入金５億円を返済したことなどにより６億３８百万円（同２．３％

増）となりました。 

   

業績につきましては、消費不振等の影響からくる受注減により、平成21年７月29日に公表いたしました通期の業績

予想を修正し、連結売上高５７３億円（４７億円減額）、個別の売上高４９７億円（４１億円減額）といたします。

利益につきましては変更ありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

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。 

 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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

重要な引当金の計上基準の変更 

（退職給付引当金） 

 当社及び国内連結子会社は、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より、過去勤務債務及び数理計算上

の差異を、発生時の連結会計年度に全額費用処理する方法に変更したため、前第２四半期連結累計期間と当第

２四半期連結累計期間で費用処理方法が異なっております。なお、前第２四半期連結累計期間は、変更後の方

法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益は173百万円少なく、税金等調整前四半期純利益は219百万円

多く計上されております。 

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９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,367 4,752

受取手形及び売掛金 17,793 22,815

営業貸付金 1,259 1,605

有価証券 499 1,499

商品 2,987 3,747

貯蔵品 594 －

その他 2,873 3,629

貸倒引当金 △613 △647

流動資産合計 33,761 37,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,713 2,391

土地 4,768 4,768

その他（純額） 597 1,458

有形固定資産合計 11,080 8,617

無形固定資産 118 121

投資その他の資産   

その他 2,244 2,224

貸倒引当金 △173 △163

投資その他の資産合計 2,070 2,061

固定資産合計 13,269 10,800

資産合計 47,031 48,202

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,148 9,392

短期借入金 3,700 1,800

未払金 4,935 3,699

未払法人税等 50 28

賞与引当金 160 259

その他の引当金 171 159

その他 2,206 2,800

流動負債合計 18,373 18,140

固定負債   

長期借入金 6,900 9,300

退職給付引当金 549 545

その他の引当金 205 187

その他 602 663

固定負債合計 8,256 10,695

負債合計 26,630 28,835
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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９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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,978 4,978

資本剰余金 6,388 6,388

利益剰余金 9,328 8,335

自己株式 △697 △697

株主資本合計 19,997 19,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 433 351

繰延ヘッジ損益 △31 9

為替換算調整勘定 1 0

評価・換算差額等合計 403 361

純資産合計 20,401 19,366

負債純資産合計 47,031 48,202
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 29,483 27,805

売上原価 17,312 15,847

売上総利益 12,170 11,957

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 1,790 1,672

広告宣伝費 5,378 5,611

貸倒引当金繰入額 126 150

給料及び手当 982 917

賞与引当金繰入額 257 145

退職給付費用 260 52

その他 1,771 2,306

販売費及び一般管理費合計 10,568 10,855

営業利益 1,602 1,102

営業外収益   

受取利息 11 5

不動産賃貸料 41 41

その他 112 106

営業外収益合計 165 153

営業外費用   

支払利息 15 34

その他 8 2

営業外費用合計 23 36

経常利益 1,743 1,218

特別利益   

償却債権取立益 2 3

賞与引当金戻入額 15 59

その他 － 1

特別利益合計 18 64

特別損失   

固定資産除却損 6 18

投資有価証券評価損 6 －

退職給付制度改定損 － 54

その他 － 1

特別損失合計 13 74

税金等調整前四半期純利益 1,748 1,209

法人税、住民税及び事業税 430 22

法人税等調整額 185 56

法人税等合計 616 79

少数株主損失（△） △0 －

四半期純利益 1,133 1,130
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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利益 1,748 1,209

減価償却費 125 215

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50 △23

商品調整引当金の増減額（△は減少） △308 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 △98

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70 4

その他の引当金の増減額（△は減少） △19 29

受取利息及び受取配当金 △24 △20

資金原価及び支払利息 76 88

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 6 △0

固定資産除売却損益（△は益） 7 18

営業債権の増減額（△は増加） 826 5,367

たな卸資産の増減額（△は増加） △467 552

その他の流動資産の増減額（△は増加） △175 366

仕入債務の増減額（△は減少） △488 △1,349

未払債務の増減額（△は減少） － △1,483

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113 △616

その他 87 △16

小計 1,297 4,243

利息及び配当金の受取額 30 26

利息の支払額 △75 △86

法人税等の支払額 △47 △10

法人税等の還付額 65 41

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,270 4,213

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △838 △951

有形固定資産の売却による収入 － 3

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 － 10

その他 △2 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △841 △860

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △200 △500

自己株式の取得による支出 △281 △0

配当金の支払額 △138 △136

その他 △4 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △624 △638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △196 2,715

現金及び現金同等物の期首残高 5,475 6,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,279 8,867
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法は、企業集団内の事業展開を基準として区分しております。 

２．事業区分の主要な内容 

(1) 通信販売事業    カタログ及びインターネットを媒体とする通信販売業 

(2) ソリューション事業 通信販売事業者及びＥＣ事業者向けのプロモーション支援、フルフィルメント支援

及びシステム構築支援等の通信販売代行業 

(3) 金融事業      割賦債権買取業 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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おります。 

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
通信販売 
事業 

（百万円） 

ソリューシ
ョン事業 
（百万円） 

金融事業 
（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  25,727  2,903  852  29,483  －  29,483

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  513  3  516  (516)  －

計  25,727  3,416  856  30,000  (516)  29,483

営業利益  1,028  232  204  1,464  137  1,602

  
通信販売 
事業 

（百万円） 

ソリューシ
ョン事業 
（百万円） 

金融事業 
（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  24,089  2,998  716  27,805  －  27,805

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  44  0  44  (44)  －

計  24,089  3,042  716  27,849  (44)  27,805

営業利益  597  157  194  948  153  1,102

〔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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