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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7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6月期第1四半期 1,028 ― △91 ― △148 ― △75 ―
21年6月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第1四半期 △127.18 ―
21年6月期第1四半期 ― ―

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6月期第1四半期 3,152 350 10.4 552.50
21年6月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  329百万円 21年6月期  ―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6月期 ― 0.00 ― 0.00 ―
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 ―

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

2,745 21.4 37 ― 37 ― 34 ― 57.57

通期 5,537 26.0 135 ― 120 ― 83 ― 139.62



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、３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） 

(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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定については、次頁以降の添付資料をご参照ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 644,500株 21年6月期  644,500株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  48,500株 21年6月期  48,500株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 596,000株 21年6月期第1四半期  ―株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で景気底入れの兆しが見えてきたものの、主に

財政出動に支えられた海外輸出やエコ関連消費などで一次的に盛り返している面が否めず、先行き不透明

感は依然続いております。特に小売業界に関しては、消費者の生活防衛意識が根強く、各種小売業者によ

るセール前倒しなど厳しい消費環境にあり、本格的な回復には至っていないと伺えます。 

当社グループはこうした環境のもと、長期間に亘り欠品が続いていたオーガニック化粧品ブランド

「Agronatura」の商品供給安定化について最優先に取り組み、当第１四半期に至っては当該ブランドは欠

品率を低い水準に抑えた状態でスタートを切ることができました。 

品種別の販売実績としては、上記取り組みによって「Agronatura」が前年度と比較して回復基調に転

じ、またインハウスデザイナーブランド「YUEN'TO」もワッカアロマやミュージックバルーンなどの新商

品が引続き好調に推移し、前年度と比較して大きく伸長しました。 

一方、外部デザイナーとのコラボレーション・ブランド「TAKUMI」の売上高が計画を下回ることとなり

ました。 

以上の結果、売上高は1,028百万円、営業損失は91百万円、経常損失は148百万円、四半期純損失は75百

万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 住関連ライフスタイル商品卸売事業においては、専門店への販売は計画を上回りましたが、セールスプ

ロモーションへの販売は計画を下回ることとなりました。この結果、売上高は679百万円、営業損失は77

百万円となりました。 

 住関連ライフスタイル商品小売事業においては、不採算店舗であった「Agronatura」梅田NU茶屋町店

（大阪府大阪市）を平成21年９月27日をもって閉鎖する一方、オーガニックのコスメ・食品・雑貨を総合

的にセレクトした新業態店舗「Terracuore collezione」を阪神百貨店本店及び玉川高島屋に新規出店、

ウォッチ・クロック・デジタル小物に特化した郊外型新業態店舗「FLAT+」を新三郷ららぽーとにそれぞ

れ新規出店し、百貨店や郊外型ショッピングセンターへの出店機会を捉えられる体制も新たに整えまし

た。新規出店コストなどの影響により、売上高347百万円、営業損失14百万円となりました。 

 その他の事業においては、売上高0百万円、営業損失0百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、3,152百万円(前連結会計年度末は2,810百万円)

となり342百万円増加いたしました。 

 流動資産は、2,476百万円(前連結会計年度末は2,175百万円)となり、301百万円増加いたしました。こ

れは現金及び預金の増加(56百万円)、商品及び製品の増加(137百万円)等によるものであります。 

 固定資産は、675百万円(前連結会計年度末は635百万円)となり、40百万円増加いたしました。これは店

舗出店及び製品開発金型の取得に伴う有形固定資産の増加(31百万円)等によるものであります。 

流動負債は、2,332百万円(前連結会計年度末は2,086百万円)となり、245百万円増加いたしました。こ 

れは支払手形及び買掛金の増加(141百万円)、デリバティブ債務の増加(43百万円)及び短期借入金の増加

(24百万円)等によるものであります。 

 固定負債は、469百万円(前連結会計年度末は294百万円)となり、174百万円増加いたしました。これは

長期借入金の増加(174百万円)等によるものであります。 

純資産は、350百万円(前連結会計年度末は428百万円)となり、78百万円減少いたしました。これは四半

期純損失の計上75百万円等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

（1）財政状態の分析



当第１四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

度末の残高409百万円に対して56百万円増加し、466百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであり

ます。 

  

営業活動の結果使用した資金は、98百万円となりました。 

 これは、仕入債務の増加(141百万円)等があったものの、税金等調整前四半期純損失(127百万円)及び

たな卸資産の増加(137百万円)等があったことによるものであります 

  

投資活動の結果使用した資金は、38百万円となりました。 

 これは、新規出店費用及び新商品開発費用等の有形固定資産取得による支出(17百万円)、敷金保証金

の差入による支出(17百万円)等があったことによるものであります 

  

財務活動の結果得られた資金は、197百万円となりました。 

 これは、短期借入金の純減(30百万円)があったものの、長期借入金の純増(228百万円)があったこと

によるものであります。 

  

  

   該当事項はありません。 

  

当第１四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。

当第１四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、前連結会計年度末の

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。また、棚卸資産の簿価

切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを

行う方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（2）キャッシュ・フローの状況

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報

 現時点において、業績等の変動を伴う要因が想定されていないことから、平成21年8月11日に公表いた

しました当期(平成22年６月期)の通期の業績予想に変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

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

  ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

  ②棚卸資産の評価方法

(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



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１四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 466 409

受取手形及び売掛金（純額） 461 463

商品及び製品 1,139 1,001

原材料及び貯蔵品 0 0

その他 408 299

流動資産合計 2,476 2,175

固定資産   

有形固定資産 234 202

無形固定資産 54 56

投資その他の資産 386 376

固定資産合計 675 635

資産合計 3,152 2,810

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 280 139

短期借入金 1,516 1,492

未払法人税等 2 4

販売促進引当金 34 35

その他の引当金 29 7

デリバティブ債務 205 161

その他 263 247

流動負債合計 2,332 2,086

固定負債   

長期借入金 399 225

役員退職慰労引当金 42 39

その他 27 29

固定負債合計 469 294

負債合計 2,802 2,381



(単位：百万円)

当第１四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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 250 250

資本剰余金 188 188

利益剰余金 △8 67

自己株式 △62 △62

株主資本合計 368 443

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △38 △36

評価・換算差額等合計 △38 △36

新株予約権 21 21

純資産合計 350 428

負債純資産合計 3,152 2,810



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,028

売上原価 532

売上総利益 496

返品調整引当金戻入額 7

返品調整引当金繰入額 8

差引売上総利益 494

販売費及び一般管理費 586

営業損失（△） △91

営業外収益  

その他 5

営業外収益合計 5

営業外費用  

支払利息 7

デリバティブ評価損 45

その他 9

営業外費用合計 62

経常損失（△） △148

特別利益  

保険転換益 23

特別利益合計 23

特別損失  

減損損失 2

その他 0

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純損失（△） △127

法人税等 △51

四半期純損失（△） △75



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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（△） △127

減価償却費 23

減損損失 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2

支払利息 7

為替差損益（△は益） 4

売上債権の増減額（△は増加） 1

たな卸資産の増減額（△は増加） △137

仕入債務の増減額（△は減少） 141

その他 △6

小計 △87

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △6

法人税等の支払額 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △98

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 △17

無形固定資産の取得による支出 △1

敷金及び保証金の差入による支出 △17

その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △38

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） △30

長期借入れによる収入 300

長期借入金の返済による支出 △71

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 197

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56

現金及び現金同等物の期首残高 409

現金及び現金同等物の四半期末残高 466



該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７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 

(1) 住関連ライフスタイル商品製造卸売事業 ………生活雑貨、家電、化粧品 

(2) 住関連ライフスタイル商品小売事業 ……………生活雑貨、家電、化粧品 

(3) その他の事業 ………………………………………手数料収入 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７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】

住関連ライフ
スタイル商品
製造卸売事業
(百万円)

住関連ライフ
スタイル商品
小売事業 
(百万円)

その他の事業
(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

679 347 0 1,028 ― 1,028

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 679 347 0 1,028 ― 1,028

営業損失（△） △77 △14 △0 △91 ― △91

【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



前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 四半期連結損益計算書 

平成21年６月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、前年同四半期に係る四半期連結損

益計算書は記載しておりません。 

  

  (2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

平成21年６月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、前年同四半期に係る四半期連結キ

ャッシュ・フロー計算書は記載しておりません。 

 「参考資料」 




