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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） 

(注)前四半期（21年3月期第2四半期）は、「四半期決算短信」の適用初年度にあたるため、対前年同期増減率は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3月期第2四半期 3,287 7.4 △211 ― △206 ― 100 408.4
21年3月期第2四半期 3,061 ― 42 ― 51 ― 19 ―

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 5,035.75 ―
21年3月期第2四半期 968.52 ―

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 4,766 2,258 47.4 113,441.59
21年3月期 4,884 2,181 44.7 109,576.96

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,258百万円 21年3月期  2,181百万円

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 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
22年3月期 ― 1,250.00
22年3月期 

（予想）
― 1,250.00 2,500.00

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  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 8,100 15.6 40 △56.4 35 △67.1 210 ― 10,549.32
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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  

(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 
本資料に記載されている業績予想につきましては、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場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 20,407株 21年3月期  20,407株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  500株 21年3月期  500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 19,907株 21年3月期第2四半期 20,360株
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 当第２四半期連結累計期間における経済環境は、昨年の金融不安による世界同時不況から、一部に回復の兆しが見

られたものの、依然として国内景気は低迷が続いております。また、雇用情勢が一段と厳しくなるなど個人消費は低

迷いたしました。 

このような経済環境の中、当社グループでは、中長期的な成長を見据えた施策を実施いたしました。主な施策と

いたしましては、ファッションコマース事業では、国内3,000万人超のユーザーを誇るＫＤＤＩ㈱及び沖縄セルラー

電話㈱と共同で新たなファッションECサイト『au one Brand Garden』を本年９月１日に開設させるなど、新たな収

益事業の構築を進めました。さらに、コスメ事業において、コアブランド「豆腐の盛田屋」プロデュースによるカフ

ェの開設などプロモーションを先行的に強化し、新規顧客の開拓を一気に進めてまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、昨年8月29日に連結子会社化した㈱ハイマックスの業績寄与に

より、売上は増収となりましたものの、個人消費低迷、及び出版不況の影響を大きく受けたファッションコマース事

業の業績が低迷したことと、『au one Brand Garden』の開設など中長期的な成長戦略への投資を先行した結果、売

上高32億87百万円（前年同期比7.4％増）、営業損失２億11百万円（前年同期は42百万円の利益）、経常損失２億６

百万円（前年同期は51百万円の利益）となりました。 

一方、四半期純利益につきましては、前期にモバイルコマース会社に対する債権の全額につき貸倒引当金を計上

いたしましたが、債権の一部の回収が確実となりましたので、貸倒引当金戻入額148百万円を特別利益に計上いたし

ました。さらに、繰延税金資産を計上いたしました結果、四半期純利益１億円（前年同期比408.4％増）となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

なお、前第２四半期連結累計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同四半期比較にあたっては

前第２四半期連結累計期間分を変更後に組み替えて行っております。 

〔ファッションコマース事業〕 

ファッションコマース事業は、ファッション通販雑誌『Look!s』『大人Look!s』、ファッションECサイト

『Stylife』（http://www.stylife.co.jp/）、『nuan ＋』（http://www.nuan.gr.jp/）、『OUTLET  CHU:SE』

（http://chuse.jp/）、モバイルECサイト『スタイライフ☆Look!s』の自社メディア等によるファッション関連アイ

テムの通信販売を主に計上しております。 

当第２四半期連結累計期間のファッションコマース事業の業績につきましては、個人消費の低迷による影響と新

事業への先行投資負担の増加により、前年同期実績を下回りました。 

① 雑誌を通信販売（以下、通販）のメディアとするLook!s部門が出版不況、及び個人消費の低迷など厳しい市場環

境の中、雑誌の販売数向上策を行い「Look!s47号 秋号」（本年９月３日発行）より、雑誌販売数が前年秋号に

比べ増加に転じるなど回復の兆しが見られはじめましたものの、当第２四半期連結累計期間においては、前年同

期実績を下回りました。  

② ファッションECサイトを展開するネット部門では、取扱ブランド数、商品数の拡充を進め、顧客会員数は増加し

ているものの、デパート等のセールの前倒しなどに影響を受け、1回当たり購入単価が低下するなど、収益性が

低下したこと、さらに、有力ファッション雑誌との連動による通販ビジネスが伸び悩みました。 

③ 国内3,000万人超のユーザーを有するＫＤＤＩ㈱及び沖縄セルラー電話㈱と共同で新たなファッションECサイト

『au one Brand Garden』を本年9月1日に開設し、順調に推移いたしておりますが、本格的な業績への寄与は当

第３四半期以降となり、当第２四半期連結累計期間におきましては、本サイトの開設に向けた投資が先行いたし

ました。 

以上の結果、売上高24億22百万円（前年同期は25億53百万円）、営業損失２億27百万円（前年同期は３百万円の

利益）となりました。 

  

〔コスメ事業〕 

コスメ事業は、㈱ハイマックスにおける化粧品販売等が主なものであります。 

当第２四半期連結累計期間のコスメ事業の業績につきましては、平成20年8月29日に連結子会社化した㈱ハイマッ

クスの業績寄与により、売上は前年同期に比べ増収となりました。一方、利益面では、『SOYS CAFE by 豆腐の盛田

屋』（東京・麻布十番）の開設など、コアブランド『豆腐の盛田屋』シリーズの認知度を高めるプロモーションを強

化し、新規顧客の開拓を促進いたしましたが、当第２四半期連結累計期間においては、プロモーションコストが先行

いたしました結果、一時的に営業損失を計上いたしました。 

以上の結果、売上高４億63百万円（前年同期は５百万円）、営業損失28百万円（前年同期は８百万円）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
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〔生活雑貨事業〕 

生活雑貨事業は、ノーマディック㈱におけるバッグを中心とする生活雑貨の卸売が主なものであります。 

当第２四半期連結累計期間の生活雑貨事業の業績につきましては、個人消費が低迷する厳しい市場環境の中、イ

オングループなど卸先の開拓を精力的に進めた結果、計画どおり進捗いたしました。 

以上の結果、売上高３億68百万円（前年同期は４億13百万円）、営業利益35百万円（前年同期は42百万円）とな

りました。 

  

〔その他事業〕 

その他事業は、他社の通信販売業務をサポートするフルフィルメント事業などが主なものであります。 

当第２四半期連結累計期間のその他事業の業績につきましては、売上高33百万円（前年同期は88百万円）、営業

利益９百万円（前年同期は５百万円）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ261,126千円減少となりました。 

 この主な要因は、現金及び預金が77,491千円減少、受取手形及び売掛金が186,694千円減少したこと等によるも 

 のであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ143,034千円増加となりました。 

 この主な要因は、有形固定資産、ソフトウェアが124,108千円増加したこと等によるものであります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ118,600千円減少し、4,766,254千円となりました。  

 （負債）  

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ241,696千円減少となりました。  

 この主な要因は、未払金が310,403千円減少したこと等によるものであります。  

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ46,162千円増加となりました。 

 この主な要因は、長期借入金が31,094千円増加したこと等によるものであります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ195,534千円減少し、2,507,972千円となりました。 

 （純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計期間末に比べ76,933千円増加となりました。 

 この主な要因は、四半期純利益100,246千円を計上し、24,883千円の配当を行ったことによるものであります。

 この結果、純資産合計は、2,258,281千円となりました。 

  

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の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末残高より77,516千円 

減少し、574,529千円となりました。 

 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増減要因は以下のとおりであり

ます。    

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、91,908千円の資金の減少となりました。これは主に、売上債権の減少

159,474千円、未払金の減少348,374千円等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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、99,269千円の資金の減少となりました。これは主に、無形固定資産の取

得による支出110,794千円等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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、113,234千円の資金の増加となりました。これは主に、短期借入金の純

増額100,000千円等によるものであります。  

  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 〔ファッションコマース事業〕 

通販雑誌（Look!s）部門においては、「編集及び商品調達の体制の見直し」（『Look!s』と『大人Look!s』の編集

及び商品調達の担当を区分することで、『Look!s』は20代前半を中心とした顧客層に向けた誌面、商品を提供し、

『大人Look!s』は20代後半から30代前半を中心とした顧客層に向けた体制とする）や「有力ブランドとのタイアップ

による付録」、「VIPサービスの導入」など、消費者心理を捉えたファッション通販メディアへの改革を一気に進

め、当第３四半期以降、業績を回復させてまいります。 

ネット部門においては、『Stylife』、『nuan＋』といった自社メディアに関しては、取扱ブランド数のより一層

の拡大に取り組むとともに、「VIPサービスの導入」、「ファッションブランド買取サービスの実施」など、付加価

値の高いファッションＥＣサイトへの改革を促進し、新規顧客の獲得、既存顧客のアクティブ率を高めていくこと

で、業績回復を図ってまいります。 

また、『au one Brand Garden』においては、KDDI㈱のプロモーション力による高い集客力となっており、取扱ブ

ランド数を一気に拡大していくことで、第３四半期以降、大きく業績に寄与できるものと考えております。 

〔コスメ事業〕 

コスメ事業においては、第２四半期累計期間において精力的に進めたプロモーション効果により、新規顧客の獲得

が順調に進んでおり、第３四半期以降、業績を回復させてまいります。 

〔生活雑貨事業〕 

生活雑貨事業においては、個人消費が低迷する中、イオングループを中心に新規販路の獲得が順調に進んでおり、

第３四半期以降も堅調に推移できるものと予想しております。 

  

以上、現時点におきましては、平成21年11月11日に発表いたしました平成22年3月期通期の連結業績予想数値に変更

はございません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

    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の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。 

  

  

（四半期連結貸借対照表関係） 

    前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「未収入金」は、金額が資産総額の100分10以下の 

    ため、当第２四半期連結会計期間より流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

    なお、当第２四半期連結会計期間末の未収入金は124,543千円です。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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 613,592 691,083

受取手形及び売掛金 742,562 929,257

有価証券 149,914 147,667

商品及び製品 678,265 676,405

仕掛品 26,561 23,358

原材料及び貯蔵品 24,211 25,799

その他 364,501 367,426

貸倒引当金 △2,144 △2,408

流動資産合計 2,597,463 2,858,590

固定資産   

有形固定資産 218,203 189,623

無形固定資産   

のれん 407,017 419,915

その他 408,387 304,272

無形固定資産合計 815,405 724,187

投資その他の資産   

投資有価証券 807,161 817,406

破産更生債権等 － 419,196

その他 328,682 164,062

貸倒引当金 △662 △288,720

投資その他の資産合計 1,135,180 1,111,945

固定資産合計 2,168,790 2,025,755

繰延資産 － 508

資産合計 4,766,254 4,884,854

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 604,098 627,325

未払金 290,229 600,633

短期借入金 700,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 125,572 113,332

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 23,601 60,758

賞与引当金 48,205 38,443

返品調整引当金 30,791 27,220

販売促進引当金 19,935 16,710

その他 80,846 80,553

流動負債合計 2,023,280 2,264,977
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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) 

固定負債   

長期借入金 361,096 330,002

退職給付引当金 30,703 30,472

役員退職慰労引当金 15,783 14,233

その他 77,108 63,821

固定負債合計 484,691 438,528

負債合計 2,507,972 2,703,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,456,775 1,456,775

資本剰余金 700,455 700,455

利益剰余金 159,803 84,440

自己株式 △56,968 △56,968

株主資本合計 2,260,066 2,184,703

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,784 △3,355

評価・換算差額等合計 △1,784 △3,355

純資産合計 2,258,281 2,181,348

負債純資産合計 4,766,254 4,884,854
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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）

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 3,061,505 3,287,614

売上原価 1,894,242 1,973,797

売上総利益 1,167,263 1,313,817

返品調整引当金戻入額 22,444 27,220

返品調整引当金繰入額 16,941 30,791

差引売上総利益 1,172,766 1,310,245

販売費及び一般管理費 1,130,482 1,521,571

営業利益又は営業損失（△） 42,284 △211,326

営業外収益   

受取利息 9,946 2,900

持分法による投資利益 291 －

保険解約返戻金 － 6,603

その他 3,050 6,676

営業外収益合計 13,289 16,180

営業外費用   

支払利息 1,537 9,133

株式交付費償却 1,996 508

持分法による投資損失 － 224

その他 708 1,364

営業外費用合計 4,242 11,229

経常利益又は経常損失（△） 51,332 △206,375

特別利益   

固定資産売却益 － 461

投資有価証券売却益 790 －

貸倒引当金戻入額 － 148,968

特別利益合計 790 149,430

特別損失   

固定資産除却損 － 115

投資有価証券売却損 － 442

物流拠点移転費用 － 11,314

債権回収関連費用 － 12,231

特別損失合計 － 24,103

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

52,122 △81,048

法人税、住民税及び事業税 34,262 20,724

法人税等調整額 △1,859 △202,020

法人税等合計 32,403 △181,295

四半期純利益 19,719 100,246
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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）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

52,122 △81,048

減価償却費 31,030 55,006

のれん償却額 6,556 12,897

株式交付費償却 1,996 508

持分法による投資損益（△は益） △291 224

貸倒引当金の増減額（△は減少） 570 △288,322

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,257 231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,549 1,549

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,874 9,761

販売促進引当金の増減額 83 3,225

返品調整引当金繰入額 16,941 30,791

受取利息及び受取配当金 △9,948 △2,930

為替差損益（△は益） △718 △427

支払利息 1,537 9,133

長期前払費用の増減額（△は増加） △917 △10,337

固定資産売却損益（△は益） － △461

固定資産除却損 － 3,464

投資有価証券売却損益（△は益） △790 442

売上債権の増減額（△は増加） 73,032 159,474

たな卸資産の増減額（△は増加） △138,291 △3,473

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 418,534

未収入金の増減額（△は増加） △347,362 26,799

その他の流動資産の増減額（△は増加） △20,094 △18,845

仕入債務の増減額（△は減少） △40,880 △23,226

未払金の増減額（△は減少） 190,213 △348,374

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,643 △5,044

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,400 357

その他 － △4,398

小計 △189,574 △54,490

利息及び配当金の受取額 6,459 322

利息の支払額 △1,094 △9,196

法人税等の支払額 △80,719 △55,970

法人税等の還付額 － 27,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △264,929 △91,908
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（単位：千円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △9,062

定期預金の払戻による収入 30,000 9,037

預け金の回収による収入 20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,455 △18,881

無形固定資産の取得による支出 △13,056 △110,794

有形固定資産の売却による収入 － 1,109

投資有価証券の売却による収入 120,000 12,312

新規連結子会社株式の取得による支出 △351,970 －

敷金及び保証金の差入による支出 △1,080 △466

その他 － 17,475

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,562 △99,269

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 500,000 －

短期借入金の返済による支出 △30,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － 100,000

長期借入れによる収入 500,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △35,762 △56,666

自己株式の取得による支出 △47,964 －

配当金の支払額 △20,407 △21,699

リース債務の返済による支出 － △8,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 865,866 113,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 718 427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 404,092 △77,516

現金及び現金同等物の期首残高 583,001 652,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 987,094 574,529
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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） 

 (注)１. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

 ２. 各区分の主な製品  

  小売事業・・・ファッション通販雑誌「Look!s」「大人Look!s」、インターネットショッピングサイト  

      「Stylife」「nuan+」「CHU:SE」によるファッション関連アイテムの通信販売及び、 

       バッグなどの生活雑貨並びにコスメ商品の通信販売であります。  

  卸売事業・・・バッグなど生活雑貨並びにコスメ商品等の卸売であります。 

 ３. 会計処理の方法の変更 

   （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

   「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の変更」１に記載のとおり、当第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） 

   を適用しております。 

    これによる損益に与える影響はありません。 

  

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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

             ２. 各区分の主な製品 

         ファッションコマース事業 

          通販雑誌「Look!s」「大人Look!s」等、インターネットショッピングサイト「Stylife」 

         「nuan+」「OUTLET CHU:SE」等、及びモバイルショッピングサイト「スタイライフ☆Look!s」等に 

           よる衣料品を中心としたファッション関連商品の販売事業。 

         コスメ事業 

          コスメ商品の企画・製造・販売事業。 

         生活雑貨事業 

          バッグを中心とした生活雑貨の企画・製造・販売事業。 

         その他事業 

          通販支援事業等。 

（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〕

  

  

小売事業 卸売事業 計 消去又は全社 連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高          

(1)外部顧客に対する売上高 2,649,269 412,236 3,061,505             －       3,061,505

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －     1,744   1,744 (1,744)  －

計    2,649,269     413,981   3,063,250 (1,744)  3,061,505

営業利益   10,410     31,874    42,284  － 42,284

  

  

ファッション 

コマース事業 
コスメ事業 生活雑貨事業 その他事業 計 

消去又は

全社 
連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高              

(1)外部顧客に対する売上高 2,422,277 463,273  368,493  33,570  3,287,614 －  3,287,614

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
  － 1,401  －   5,247      6,648 (6,648)     －

計    2,422,277    464,674    368,493     38,818  3,294,263 (6,648)  3,287,614

営業利益又は損失(△)    △227,813   △28,374      35,023   9,837 △211,326  － △211,326
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         ３.事業区分の変更  

     コスメ商品販売を中核とする株式会社ハイマックスの全株式を平成20年８月29日に取得し、前連結会計 

     年度より連結の範囲に含めました。これに伴い、管理体制や現状の売上高の状況等を踏まえ、製品又は 

     商品及びサービスごとに事業セグメントを区分することが妥当であると判断し、前第３四半期連結会計 

     期間より事業セグメントを変更致しました。 

             変更後の事業区分の方法による前第２四半期連結会計期間の事業の種類別セグメント情報は次のとおり 

             であります。  

  

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） 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

ファッション 

コマース事業 
コスメ事業 生活雑貨事業 その他事業 計 

消去又は

全社 
連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高              

(1)外部顧客に対する売上高 2,553,470 5,991  413,310  88,732  3,061,505   － 3,061,505

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －     978    －  766    1,744 (1,744)     －

計   2,553,470      6,970     413,310    89,499  3,063,250  (1,744)  3,061,505

営業利益又は損失(△)    3,114    △8,946     42,385   5,730  42,284 － 42,284

（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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