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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年1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3四半期 41,655 ― △478 ― △616 ― △2,462 ―

20年12月期第3四半期 45,570 1.5 △720 ― △865 ― △1,099 ―

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3四半期 △56.74 ―

20年12月期第3四半期 △25.34 ―

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3四半期 34,357 10,530 29.9 236.50
20年12月期 38,870 12,475 31.5 282.27

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,265百万円 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

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 0.00

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年1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 75,000 ― 0 ― △200 ― △2,120 ― △48.84
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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【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、５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 

・ 当社は、平成21年９月15日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を12月31日から３月31日に変更いたしました。これに伴
い、当連結会計年度は、平成21年１月１日から平成22年３月31日までの15ヶ月となります。 
・ 業績予想は、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、上記及び３ページ「平成22年３月期第４四半期連結累計期間の連結業績予想（平成21年１月１日～平成21年12
月31日）」並びに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。 
・ 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） 22年3月期第3四半期 48,420,000株 20年12月期  48,420,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,015,887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） 22年3月期第3四半期 43,404,792株 20年12月期第3四半期 43,405,781株
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(％表示は、対前期増減率) 

 
  

（参考） 

・平成22年３月期第４四半期連結累計期間の連結業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日）

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４四半期連結累計期間 62,000 ― 300 ― 150 ― △1,750 ― △40 32
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当第３四半期連結累計期間のわが国の経済は、景気に一部回復の兆候が見られたものの、企業収益の縮
小、設備投資の抑制、雇用情勢への不安等による個人消費の低迷は続いており、依然、先行きは不透明な
状況が続いております。 
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、通気性に優れた「呼吸す

るブラ」や発熱・保温素材を使用した新商品「スマートヒート」シリーズなどの機能・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、カタログ誌面のビジュアル面での改善、新
聞等のメディア広告を利用した新規顧客開拓等の重点施策を着実に実行してまいりました。 
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経由での受注件数は第３四半期末では前年
比7.4％増、ＷＥＢ受注率は39.5％（前年同時期比4.3ポイント増）となりました。更に、本年9月には20
歳代をターゲットにした低価格の新ブランド「アニタ・アレンバーグ」を立ち上げました。同ブランド
は、最先端の流行をいち早く取り入れ，それを安く提供するファストファッションをネット通販で実現し
ました。 
なお、新規事業として立ち上げた、新素材卵殻膜配合化粧品「アルマード ラ ディーナ」は、トライア

ルキットの拡販など積極的な販売戦略により、幅広いお客様から好評を博しております。 
また、新たな取り組みとして、ホームセンター大手のＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会社へ

の商品供給を開始するなど、当社のメーカー機能の強みを活かした販路拡大も推進しております。 
一方、中長期的な購買戦略の企画・立案を行う組織を強化し、主要コストである運送物流費・ＤＭ発送

費用・カタログ等の各種資材類などの購入・在庫などをグローバルな視点で見直しを行いました。更に、
一般管理費等の経費の無駄を徹底的に改めるなど、コスト低減を推進いたしました。 
以上により、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、消費環境悪化や天候不順などにより416億55

百万円(前年同期比8.6％減)と前年を下回りましたが、原価率の低減、販管費の削減、カタログ送付効率
の最適化など効率化を進めた結果、連結営業損失は４億78百万円（前年同期７億20百万円の損失）、連結
経常損失は６億16百万円（前年同期８億65百万円の損失）と、前年より改善しました。なお、資産の効率
的運用の観点から保有不動産の見直しを進め減損処理を行った結果、減損損失13億88百万円を特別損失に
計上したことなどにより、連結四半期純損失は24億62百万円（前年同期10億99百万円の損失）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。 

  

(1)財政状態の変動状況 
当第３四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45億13百万円減少し、343

億57百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の減少18億48万円、建物及び構築物の減少12
億96百万円、現金及び預金の減少８億８百万円、たな卸資産の増加７億84百万円です。 
負債は、前連結会計年度末に比べて25億69百万円減少し、238億26百万円となりました。主な増減は、

短期借入金の増加35億円、一年内返済予定の長期借入金の減少30億円、未払金の減少17億49百万円です。
純資産は、前連結会計年度末に比べて19億44百万円減少し、105億30百万円となりました。主な増減

は、利益剰余金の減少24億62百万円、繰延ヘッジ損益の増加４億75百万円です。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結累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７億８百万円減少し、38億29百万円となりました。 
当第３四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５億48百万円となりました。 
これは、主として売上債権の減少19億70百万円、減損損失13億88百万円、その他の資産の減少５億15百

万円、減価償却費３億81百万円、前払費用の減少２億22百万円等の増加要因に対し、その他の負債の減少
18億33百万円、たな卸資産の増加７億84百万円、仕入債務の減少２億34百万円等の減少要因があったこと
によるものであります。 

・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
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(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２億10百万円となりました。 
これは、主として定期預金の払戻による収入４億70百万円の増加要因に対し、定期預金の預入による支

出３億70百万円、貸付金による支出１億40百万円、無形固定資産の取得による支出１億23百万円等の減少
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) 
財務活動の結果得られた資金は35百万円となりました。 
これは、主として短期借入金の増加35億円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出30億円、社

債の償還による支出３億40百万円等の減少要因があったことによるものであります。 

  

本日発表しましたニュースリリース「業績予想の修正及び通期業績予想に関するお知らせ」のとおりで
す。なお、平成21年２月19日に公表いたしました業績予想との差異は以下のとおりです。 
  
平成22年３月期第４四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

 
  
今後の見通しについては、景気は、企業業績や個人消費の低迷など依然として厳しい状況が継続すると

見込んでおります。 
 このような中、当社グループは、引き続き、重点商品の積極的な展開、カタログ誌面のビジュアル面で
の改善、原価率の低減、販管費の削減、カタログ送付効率の最適化などの重点施策を着実に実行し、通期
(平成21年１月１日～平成22年３月31日)の連結業績は売上高750億円、営業利益０百万円、経常損失２億
円、当期純損失21億20百万円を見込んでおります。 

  

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３四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３四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。 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想(Ａ) 65,000 300 200 △200 △4 61

今回修正予想(Ｂ) 62,000 300 150 △1,750 △40 32

増 減 額（Ｂ－Ａ) △3,000 － △50 △1,550 －

増 減 率（％） △4.6 － △25.0 － －

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

㈱セシール(9937) 平成22年3月期 第3四半期決算短信

-5-



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３四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。 

    
  

  

(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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,199 5,008

受取手形及び売掛金 4,318 6,167

たな卸資産 7,395 6,610

その他 3,641 4,736

貸倒引当金 △262 △265

流動資産合計 19,292 22,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,374 7,670

土地 5,354 5,721

その他（純額） 766 802

有形固定資産合計 12,494 14,194

無形固定資産   

のれん 747 813

その他 667 597

無形固定資産合計 1,414 1,410

投資その他の資産   

その他 1,159 1,013

貸倒引当金 △3 △4

投資その他の資産合計 1,155 1,009

固定資産合計 15,064 16,614

資産合計 34,357 38,870
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(単位：百万円)

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,212 6,238

短期借入金 5,000 1,500

1年内返済予定の長期借入金 － 3,000

1年内償還予定の社債 340 340

未払金 6,414 8,164

未払法人税等 95 28

賞与引当金 173 73

返品調整引当金 78 95

ポイント引当金 1,074 1,084

その他 903 2,040

流動負債合計 20,291 22,566

固定負債   

社債 480 820

退職給付引当金 2,816 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 141 86

固定負債合計 3,534 3,829

負債合計 23,826 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 △4,233 △1,770

自己株式 △1,585 △1,584

株主資本合計 10,429 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 △165 △640

評価・換算差額等合計 △164 △640

新株予約権 47 27

少数株主持分 218 195

純資産合計 10,530 12,475

負債純資産合計 34,357 38,870
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 41,655

売上原価 19,190

売上総利益 22,465

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 315

返品調整引当金戻入額 95

返品調整引当金繰入額 78

差引売上総利益 22,651

販売費及び一般管理費 23,130

営業損失（△） △478

営業外収益  

受取利息 9

受取送り状代金 25

その他 82

営業外収益合計 117

営業外費用  

支払利息 133

支払保証料 63

その他 58

営業外費用合計 255

経常損失（△） △616

特別利益  

前期損益修正益 14

その他 0

特別利益合計 14

特別損失  

減損損失 1,388

たな卸資産評価損 306

その他 51

特別損失合計 1,746

税金等調整前四半期純損失（△） △2,348

法人税、住民税及び事業税 101

法人税等調整額 △9

法人税等合計 91

少数株主利益 22

四半期純損失（△） △2,462
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △2,348

減価償却費 381

減損損失 1,388

無形固定資産償却費 271

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 99

返品調整引当金の増減額（△は減少） △17

ポイント引当金の増減額（△は減少） △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 133

為替差損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,970

たな卸資産の増減額（△は増加） △784

前払費用の増減額（△は増加） 222

仕入債務の増減額（△は減少） △234

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

4

未払消費税等の増減額（△は減少） △182

その他の資産の増減額（△は増加） 515

その他の負債の増減額（△は減少） △1,833

その他 26

小計 △422

利息及び配当金の受取額 12

利息の支払額 △175

法人税等の支払額 36

営業活動によるキャッシュ・フロー △548

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 △25

無形固定資産の取得による支出 △123

貸付けによる支出 △140

貸付金の回収による収入 7

定期預金の預入による支出 △370

定期預金の払戻による収入 470

その他 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △210
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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） 3,500

長期借入金の返済による支出 △3,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △123

社債の償還による支出 △340

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 35

現金及び現金同等物に係る換算差額 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △708

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 3,829
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年１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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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３四半期連結累計期間（自 平成21年１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等 

  (１) (要約)四半期連結損益計算書 

        前第３四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日  至 平成20年９月30日) 

 
  

「参考資料」

（単位：百万円）

科  目

前年同四半期
(平成20年12月期 
第３四半期)

金額

Ⅰ 売上高 45,570

Ⅱ 売上原価 21,361

   売上総利益 24,209

Ⅲ 売上総利益調整 266

   調整後(差引)売上総利益 24,475

Ⅳ 販売費及び一般管理費 25,196

   営業損失(△) △720

Ⅴ 営業外収益 226

Ⅵ 営業外費用 372

   経常損失(△) △865

Ⅶ 特別利益 4

Ⅷ 特別損失 28

   税金等調整前四半期純損失(△) △889

   法人税等 194

   少数株主利益 16

   四半期純損失(△) △1,099
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年１月１日  至 平成20年９月30日) 

(単位：百万円）

前年同四半期 

(平成20年12月期 

第３四半期)

区分 金額

Ⅰ 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(△) △889

   減価償却費 387

   無形固定資産償却 215

   貸倒引当金の増減(△)額 34

   賞与引当金の増減(△)額 82

   販売促進引当金の増減(△)額 △146

   退職給付引当金の増減(△)額 113

   受取利息及び受取配当金 △17

   支払利息 213

   売上債権の増(△)減額 2,289

   営業貸付金の増(△)減額 0

   たな卸資産の増(△)減額 △281

   前払費用の増(△)減額 △431

   仕入債務の増減(△)額 2,304

   未払消費税等の増減(△)額 △62

   その他の資産の増(△)減額 △8

   その他の負債の増減(△)額 △1,702

   その他 △1

    小計 2,100

   利息及び配当金の受取額 17

   利息の支払額 △240

   法人税等の支払(△)及び還付額 △176

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,700

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 △186

   有形固定資産の売却による収入 130

   無形固定資産の取得による支出 △134

   定期預金の預入による支出 △510

   定期預金の払戻による収入 710

   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 △46

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,139

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 △1,500

   長期借入金の返済による支出 △1,000

   ファイナンス・リース債務返済による支出 △111

   社債の発行による収入 1,000

   社債の償還による支出 △20

   その他 △0

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,631

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額 △1,075

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 

  四半期末残高
2,991
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仕入及び販売の状況 

(１) 仕入実績 

 
  

(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３四半期)

当四半期累計期間
(平成22年３月期第３四半期)

（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 8,553 40.2 7,259 36.9 11,521 39.9

 インナーウェア 4,040 19.0 4,374 22.2 5,611 19.4

 レッグニット 1,036 4.9 933 4.7 1,501 5.2

 ファッショングッズ等 1,958 9.2 2,005 10.2 2,698 9.3

 ライフグッズ 5,674 26.7 5,122 26.0 7,573 26.2

 小計 21,263 100.0 19,694 100.0 28,907 100.0

その他の事業 ― ― 3 0.0 ― ―

 合計 21,263 100.0 19,698 100.0 28,907 100.0

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３四半期)

当四半期累計期間  
(平成22年３月期第３四半期)

（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 16,205 35.6 14,530 34.9 23,058 36.1

 インナーウェア 9,439 20.7 8,805 21.1 13,108 20.5

 レッグニット 2,179 4.8 1,888 4.5 3,294 5.2

 ファッショングッズ等 3,645 8.0 3,816 9.2 5,173 8.1

 ライフグッズ 11,099 24.4 9,943 23.9 15,321 23.9

 その他 2,697 5.9 2,535 6.1 3,588 5.6

 小計 45,266 99.4 41,520 99.7 63,544 99.4

その他の事業 304 0.6 135 0.3 426 0.6

 合計 45,570 100.0 41,655 100.0 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３四半期)

当四半期累計期間
(平成22年３月期第３四半期)

（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 11,057 24.3 10,192 24.5 15,447 24.2

 紳士・子供外着 5,147 11.3 4,337 10.4 7,611 11.9

 婦人下着類 7,110 15.6 6,831 16.4 9,731 15.2

 紳士・子供下着類 2,328 5.1 1,974 4.7 3,377 5.3

 レッグニット 2,179 4.8 1,888 4.5 3,294 5.2

 ファッショングッズ等 3,645 8.0 3,816 9.2 5,173 8.1

 寝装・インテリア 6,355 14.0 5,392 13.0 8,894 13.9

 生活・趣味用品等 4,744 10.4 4,551 10.9 6,427 10.0

 その他 2,697 5.9 2,535 6.1 3,588 5.6

 小計 45,266 99.4 41,520 99.7 63,544 99.4

その他の事業 304 0.6 135 0.3 426 0.6

 合計 45,570 100.0 41,655 100.0 63,971 100.0
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