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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4月1日～平成21年12月31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 42,500 △6.2 2,077 △17.9 2,244 △19.1 1,742 △0.6
21年3月期第3四半期 45,306 ― 2,529 ― 2,773 ― 1,752 ―

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 63.72 ―
21年3月期第3四半期 63.96 ―

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 45,544 20,802 45.7 760.86
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3四半期  20,802百万円 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  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 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、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 
 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、４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3四半期 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3四半期  1,230,195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3四半期 27,340,694株 21年3月期第3四半期 27,395,708株
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当第３四半期連結累計期間（９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低迷を続けるとともに、雇

用情勢の悪化、物価の下落などデフレ状況になりつつあります。 

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、平成21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

次の５つを推進しております。 

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。 

また、社名変更に伴う販売キャンペーンの展開、テレビＣＭの放映、プロバスケットボールチーム「浜松・東三河

フェニックス」のオフィシャルスポンサーになる等、社名変更の認知向上に取り組んでまいりました。 

当第３四半期連結累計期間（９カ月）におきましては、各種キャンペーンによる一定の効果はあったものの、消費

不振等の影響を受け連結売上高は４２５億円（前年同期比６．２％減）となりました。利益面におきましては、社名

変更関係の費用、生協販売におけるカタログ増刷費用、物流倉庫建設に係る減価償却費用等の増加があったものの、

経費削減プロジェクトの実施及び直貿比率の拡大による原価改善並びに確定拠出型企業年金制度へ移行したことに伴

う退職給付費用の減少等により、連結営業利益は２０億７７百万円（同１７．９％減）、連結経常利益は２２億４４

百万円（同１９．１％減）、連結四半期純利益は１７億４２百万円（同０．６％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、特別記念商品の

販売やレビュー投稿など顧客参加型によるポイント付与キャンペーン等を展開し、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

の拡大を図るとともに、９月から継続して各種社名変更キャンペーンを実施し、売上拡大に取り組んでまいりま

した。社名変更キャンペーンでは、生協組合員様にインターネット及びメールマガジンによる販売促進を行うな

ど生協様と共同した新たな取り組みを始めております。 

以上の結果、売上高は３６９億１９百万円（前年同期比７．０％減）となり、営業利益は１３億５３百万円

（同２０．３％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、平成21年10月１日の「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取り組んでまいりました。具体的な施策といたしましては、①同年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）」システムの提供開始、③女性に

特化したブログランキングサイト「ここぷり」による販売促進支援サービスの提供、により３６０度全方位のサ

ポートを強みとした営業体制の整備に取り組んでまいりました。また、大手印刷会社と提携し、通販関連業務支

援サービスに関する各種セミナーを共同開催する等、新たなクライアント企業の開拓を推進してまいりました。

以上の結果、売上高は４５億６０百万円（前年同期比４．６％増）、営業利益は２億３３百万円（同２６．

７％減）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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（３）金融事業 

金融事業におきましては、平成21年３月23日に公表しましたとおり、同年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２億８２百万円を引当金

計上しております。 

以上の結果、取扱高は３億１１百万円（前年同期比９５．６％減）、営業収益は１０億２０百万円（同１９．

６％減）となり、営業利益は３億８２百万円（同２６．３％増）となりました。 

  

当第３四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２６億５７百万円減少し、４５５億４

４百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ４０億９３百万円減少し、２４７億４２百万円となりました。この主な要因

は、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、未払金の減少並びに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１４億３５百万円増加し、２０８億２百万

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５．５ポイント上昇し、４５．７％となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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５３億７７百万円となりましたが、投資活動により２６億９８百万円、財務活動により７億７５百万円資金

が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ１９億４百万円増加し、８０億５５百万円となりました。 

（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２２億７６百万円を計上することにより、５３億７７百万円（前

年同期比２０７.４％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２６億９８百万円（同１１７．５％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７億７５百万円（前年同期は１

７億３９百万円の獲得）となりました。  

   

 平成22年３月期の通期連結業績の見通しにつきましては、平成21年10月27日に公表いたしました業績予想に変更は

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３四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３四半期連結累計期間と当第

３四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３四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260百万円少なく、税金等調整前四半期純利益は132百万円

多く計上されております。 

  

会計処理の方法の変更  

（不動産賃貸費用及び賃貸資産） 

 第２四半期連結会計期間まで連結損益計算書において、販売費及び一般管理費に計上していた不動産賃貸に

係る費用は、当第３四半期連結会計期間より営業外費用の「不動産賃貸費用」として処理する方法に変更して

おります。 

 この変更は、当社において、第２四半期連結会計期間にソリューション事業における物流設備が完成したこ

とに伴い、当第３四半期連結会計期間に不動産賃貸に係る費用の金額的重要性が増加したことにより、連結損

益計算書においても、費用収益対応関係の明確化を図り、損益区分をより適正にするために行ったものであり

ます。 

 この変更により、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益は15百万円増加していますが、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

 また、第２四半期連結累計期間は、従来の方法によっており、変更後の方法によった場合に比べて、営業利

益が10百万円少なく計上されておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、セグメントに与える影響は「５．四半期連結財務諸表（５）セグメント情報」に記載しております。

 また、この変更に伴い、従来の有形固定資産の「建物及び構築物（純額）」90百万円、「土地」108百万

円、「その他（純額）」0百万円を投資その他の資産の「その他」に振り替えて表示しております。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,055 4,752

受取手形及び売掛金 18,401 22,815

営業貸付金 1,128 1,605

有価証券 － 1,499

商品 3,183 3,747

その他 2,279 3,629

貸倒引当金 △551 △647

流動資産合計 32,498 37,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,524 2,391

土地 4,660 4,768

その他（純額） 630 1,458

有形固定資産合計 10,815 8,617

無形固定資産 114 121

投資その他の資産   

その他 2,276 2,224

貸倒引当金 △159 △163

投資その他の資産合計 2,116 2,061

固定資産合計 13,046 10,800

資産合計 45,544 48,202

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,752 9,392

短期借入金 3,700 1,800

未払金 2,278 3,699

未払法人税等 274 28

賞与引当金 48 259

その他の引当金 161 159

その他 2,351 2,800

流動負債合計 16,567 18,140

固定負債   

長期借入金 6,900 9,300

退職給付引当金 460 545

その他の引当金 220 187

その他 594 663

固定負債合計 8,175 10,695

負債合計 24,742 28,835
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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12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 9,804 8,335

自己株式 △697 △697

株主資本合計 20,473 19,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324 351

繰延ヘッジ損益 3 9

為替換算調整勘定 0 0

評価・換算差額等合計 329 361

純資産合計 20,802 19,366

負債純資産合計 45,544 48,202
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 45,306 42,500

売上原価 26,271 23,970

売上総利益 19,035 18,529

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 2,712 2,521

広告宣伝費 8,706 8,586

貸倒引当金繰入額 171 142

給料及び手当 1,728 1,568

賞与引当金繰入額 102 44

退職給付費用 391 33

その他 2,693 3,554

販売費及び一般管理費合計 16,506 16,452

営業利益 2,529 2,077

営業外収益   

受取利息 16 11

不動産賃貸料 59 62

その他 201 163

営業外収益合計 277 237

営業外費用   

支払利息 22 51

不動産賃貸費用 － 15

その他 9 2

営業外費用合計 32 70

経常利益 2,773 2,244

特別利益   

償却債権取立益 4 4

賞与引当金戻入額 15 59

退職給付引当金戻入額 － 40

その他 － 1

特別利益合計 19 107

特別損失   

固定資産除却損 6 19

投資有価証券評価損 24 －

退職給付制度改定損 － 54

その他 － 1

特別損失合計 31 75

税金等調整前四半期純利益 2,762 2,276

法人税、住民税及び事業税 837 257

法人税等調整額 173 276

法人税等合計 1,011 534

少数株主損失（△） △0 －

四半期純利益 1,752 1,742
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 2,762 2,276

減価償却費 192 371

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89 △99

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） △188 △210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 145 △84

その他の引当金の増減額（△は減少） △9 34

受取利息及び受取配当金 △40 △35

資金原価及び支払利息 113 132

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 24 △0

固定資産除売却損益（△は益） 7 20

営業債権の増減額（△は増加） △848 4,889

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,207 700

その他の流動資産の増減額（△は増加） △69 1,018

仕入債務の増減額（△は減少） 253 △887

未払債務の増減額（△は減少） － △2,249

その他の流動負債の増減額（△は減少） 981 △440

その他 127 △1

小計 1,846 5,432

利息及び配当金の受取額 48 41

利息の支払額 △104 △110

法人税等の支払額 △106 △28

法人税等の還付額 65 42

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,749 5,377

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 △1,232 △2,786

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 △1

投資有価証券の売却による収入 － 11

その他 △7 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,240 △2,698

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 100 －

短期借入金の返済による支出 △800 △500

長期借入れによる収入 3,000 －

自己株式の取得による支出 △281 △0

配当金の支払額 △274 △272

その他 △4 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,739 △775

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） 2,247 1,904

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 7,722 8,055
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

３．セグメント別資産の著しい金額の変動 

  第２四半期連結会計期間において当社が物流設備を新設したことなどにより、ソリューション事業における

資産の金額が前連結会計年度末に比べて3,572百万円増加しております。 

４．会計処理の方法の変更 

（不動産賃貸費用及び賃貸資産） 

 「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の会計処理の

方法の変更」に記載のとおり、不動産賃貸に係る費用を当第３四半期連結会計期間より営業外費用の「不動産

賃貸費用」として処理する方法に変更しております。また、それに伴い、セグメント別の損益区分をより適正

にするために営業費用の配分方法を見直し、通信販売事業に含まれておりました不動産賃貸に係る費用の一部

をソリューション事業と金融事業に振り替えております。 

 この変更により、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の通信販売事業の営業利益は136百万円、ソ

リューション事業の営業利益は39百万円、金融事業の営業利益は2百万円増加し、消去又は全社の営業利益は

163百万円減少しております。 

  

（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  39,677  4,359  1,269  45,306  －  45,306

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  756  3  760  (760)  －

計  39,677  5,116  1,272  46,066  (760)  45,306

営業利益  1,698  318  302  2,319  209  2,529

  
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  36,919  4,560  1,020  42,500  －  42,500

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  46  0  47  (47)  －

計  36,919  4,607  1,021  42,547  (47)  42,500

営業利益  1,353  233  382  1,969  107  2,077
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

〔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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