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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） 

(注)前四半期（21年3月期第3四半期）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3四半期 5,543 8.7 △69 ― △65 ― 174 172.8
21年3月期第3四半期 5,100 ― 116 ― 133 ― 63 ―

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 8,759.00 ―
21年3月期第3四半期 3,162.72 ―

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 4,854 2,307 47.5 115,931.25
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3四半期  2,307百万円 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 ― 10,549.05
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 19,907株 21年3月期第3四半期 20,213株
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   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）における経済環境は、一昨年の金融不安 

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、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など依然として厳

しい状況で推移いたしました。 

 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、ファッションコマース事業において、国内

3,000万人超のau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』を昨年9月1日に開設したほか、コスメ事業においては、コアブランド「豆腐の盛田屋」の認知度を高

めるため、カフェの開設などプロモーションを強化し、新規顧客の開拓を強力に進めるなど、成長に向けた収益基盤

の構築を進めてまいりました。 

 当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、『au one Brand Garden』の開設及び平成20年8月29日に連結子

会社化した㈱ハイマックス（コスメ事業）が業績に寄与したことにより、売上は増収となりました。一方、利益面で

は『au one Brand Garden』への先行投資負担などにより、減益となりました。売上高55億43百万円（前年同期比

8.7％増）、営業損失69百万円（前年同期は1億16百万円の営業利益）、経常損失65百万円（前年同期は1億33百万円

の経常利益）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、第２四半期会計期間においてその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136

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1億74百万円（前年同期比172.8％増）となりまし

た。 

 なお、当第3四半期連結期間（自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日）においては、ファッションコマース事

業及びコスメ事業が順調に推移いたしました結果、売上高22億55百万円（前年同期比10.6％増）、営業利益1億41百

万円（前年同期比89.9％増）、経常利益1億40百万円（前年同期比70.9％増）、四半期純利益74百万円（前年同期比

67.7％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。 

〔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

テムの通信販売が主なものであります。 

 当第3四半期連結累計期間のファッションコマース事業につきましては、第3四半期（平成21年10月1日）以降、

『au one Brand Garden』が着実に事業規模を拡大できていること、さらに「Look!s47号 秋号」（昨年9月3日発行）

以降、雑誌販売数が前年同号に比べ増加に転じるなど、着実に業績の回復、拡大に向けて推移いたしました。 

 また、出版機能を活かし、人気スタイリスト“風間ゆみえ”さんの初のフォトエッセイ「LIKE A PRETTY WOMAN」

（昨年11月18日発行）の販売が好調に推移いたしました。 

 しかしながら、利益面では、『au one Brand Garden』への先行投資負担に加え、個人消費低迷の影響を大きく受

けた第2四半期連結累計期間までの営業損失をカバーするまでには至りませんでした。 

 以上の結果、売上高41億75百万円（前年同期比2.2％増）、営業損失1億11百万円（前年同期は33百万円の営業利

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3四半期累計期間につきましては、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積極的に展開した結果、新規顧

客の獲得が進み、第3四半期以降、黒字化いたしましたが、第2四半期累計期間における先行投資をカバーするまでに

は至りませんでした。 

 以上の結果、売上高７億90百万円（前年同期比220.7％増）、営業損失7百万円（前年同期は1百万円の営業利益）

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3四半期累計期間につきましては、個人消費の低迷による影響を受け、既存卸先への売上が伸び悩む中、イオン

グループなど卸先の開拓を精力的に進めました。また、ノーマディックオフィシャルECサイト（http://www.ec-

nomadic.com/）を開設いたしました。 

 以上の結果、売上高5億37百万円（前年同期比14.9％減）、営業利益37百万円（前年同期比42.5％減）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3四半期累計期間のその他事業の業績につきましては、売上高39百万円（前年同期比70.7％減）、営業利益11

百万円（前年同期比28.1％減）となりました。 

  

  

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

  （資産）    

  当第３四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167,964千円減少となりました。 

 この主な要因は、有価証券が147,667千円減少したこと等によるものであります。 

  当第３四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138,459千円増加となりました。 

 この主な要因は、有形固定資産、無形固定資産が139,155千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30,013千円減少し、4,854,841千円となりました。 

 （負債）  

  当第３四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167,494千円減少となりました。 

 この主な要因は、未払金が426,110千円減少し、短期借入金が250,000千円増加したこと等によるものであり 

 ます。  

  当第３四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10,985千円増加となりました。 

 この主な要因は、リース債務が11,747千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156,508千円減少し、2,546,997千円となりました。 

 （純資産） 

  当第３四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126,494千円増加となりまし 

 た。  

  この主な要因は、四半期純利益174,365千円を計上し、49,767千円の配当を行ったこと等によるものであり 

 ます。  

  この結果、純資産合計は、2,307,843千円となりました。 

  

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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8,515千円 

増加し、660,561千円（前年同四半期末残高は570,684千円）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、55,279千円の資金の減少（前年同四半期は572,463千円の資金の減少）

となりました。これは主に、未収入金の増加88,954千円、法人税等の支払97,949千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、138,728千円の資金の減少（前年同四半期は373,545千円の資金の減少）

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172,163千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、201,623千円の資金の増加（前年同四半期は932,993千円の資金の増加）

となりました。これは主に、短期借入金の純増額250,000千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により、『Look!s』と『大人Look!s』の顧

客ターゲットを差別化（『Look!s』は20代前半の女性、『大人Look!s』は20代後半から30代前半の女性。）していく

ことを進めており、その方針に基づき、本年2月6日発行の『大人Look!s』、本年3月3日発行予定の『Look!s』より、

リニューアル新装刊いたします。また、「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より一層高めてま

いります。 

また、『au one Brand Garden』においては、KDDI様のプロモーション力による集客力をベースに、新規ブランド

の開拓スピードを上げるなど商品力の強化を進めてまいります。 

〔コスメ事業〕 

コスメ事業においては、精力的に進めたプロモーション効果により新規顧客の増加をベースに、リピート率の向上

に取り組み、安定した顧客基盤の構築を進めてまいります。 

〔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、消費者・卸先のニーズを捉えた新商品の開発・提供をスピーデ

ィに行える体制を構築し、大手GMSを中心とした新規販路の獲得、既存店の活性化を進めてまいります。 

  

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の算定したものと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３四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分の10以下

のため、当第３四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３四半期会計期間末の未収入金は、62,389千円です。  

  

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 799,624 691,083

受取手形及び売掛金 909,424 929,257

有価証券 － 147,667

商品及び製品 645,551 676,405

仕掛品 22,518 23,358

原材料及び貯蔵品 29,907 25,799

その他 285,175 367,426

貸倒引当金 △1,576 △2,408

流動資産合計 2,690,625 2,858,590

固定資産   

有形固定資産 217,384 189,623

無形固定資産   

のれん 400,569 419,915

その他 435,011 304,272

無形固定資産合計 835,581 724,187

投資その他の資産   

投資有価証券 809,419 817,406

破産更生債権等 － 419,196

その他 302,492 164,062

貸倒引当金 △662 △288,720

投資その他の資産合計 1,111,249 1,111,945

固定資産合計 2,164,215 2,025,755

繰延資産 － 508

資産合計 4,854,841 4,884,854

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 662,246 627,325

未払金 174,523 600,633

短期借入金 850,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 131,692 113,332

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 9,715 60,758

賞与引当金 29,405 38,443

返品調整引当金 18,038 27,220

販売促進引当金 21,409 16,710

その他 100,452 80,553

流動負債合計 2,097,482 2,264,977
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（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 326,643 330,002

退職給付引当金 30,744 30,472

役員退職慰労引当金 16,558 14,233

その他 75,568 63,821

固定負債合計 449,514 438,528

負債合計 2,546,997 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 209,038 84,440

自己株式 △56,968 △56,968

株主資本合計 2,309,301 2,184,703

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,458 △3,355

評価・換算差額等合計 △1,458 △3,355

純資産合計 2,307,843 2,181,348

負債純資産合計 4,854,841 4,884,854
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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：千円）

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 5,100,413 5,543,054

売上原価 3,060,475 3,277,296

売上総利益 2,039,937 2,265,758

返品調整引当金戻入額 22,444 27,220

返品調整引当金繰入額 3,984 18,038

差引売上総利益 2,058,397 2,274,940

販売費及び一般管理費 1,941,561 2,344,687

営業利益又は営業損失（△） 116,835 △69,747

営業外収益   

受取利息 14,506 3,070

受取補償金 6,040 －

持分法による投資利益 － 1,496

保険解約返戻金 － 6,603

その他 6,750 8,691

営業外収益合計 27,297 19,862

営業外費用   

支払利息 4,746 13,450

株式交付費償却 2,994 508

持分法による投資損失 1,262 －

その他 1,484 1,877

営業外費用合計 10,488 15,837

経常利益又は経常損失（△） 133,644 △65,721

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 － 228

投資有価証券評価損 719 －

投資有価証券売却損 － 442

物流拠点移転費用 － 12,231

債権回収関連費用 － 11,314

特別損失合計 719 24,216

税金等調整前四半期純利益 133,715 59,492

法人税、住民税及び事業税 68,942 26,876

法人税等調整額 844 △141,749

法人税等合計 69,786 △114,873

四半期純利益 63,928 174,365
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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 133,715 59,492

減価償却費 49,595 89,779

のれん償却額 13,005 19,345

株式交付費償却 2,994 508

持分法による投資損益（△は益） 1,262 △1,496

貸倒引当金の増減額（△は減少） 810 △288,890

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,258 272

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,324 2,324

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,540 △9,038

販売促進引当金の増減額 7,552 4,699

返品調整引当金繰入額 3,984 18,038

受取利息及び受取配当金 △14,508 △3,158

為替差損益（△は益） △698 △899

支払利息 4,746 13,450

固定資産売却損益（△は益） － △461

有形固定資産除却損 － 3,577

長期前払費用の増減額（△は増加） 356 △21,112

投資有価証券売却損益（△は益） △790 442

投資有価証券評価損益（△は益） 719 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,830 △7,387

たな卸資産の増減額（△は増加） △181,181 27,586

未収入金の増減額（△は増加） △490,315 88,954

その他の流動資産の増減額（△は増加） △17,227 △3,170

仕入債務の増減額（△は減少） △94,978 34,921

未払金の増減額（△は減少） 151,011 △427,226

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 418,534

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,360 △3,258

その他の流動負債の増減額（△は減少） 522 16,894

その他 － △4,398

小計 △440,567 28,322

利息及び配当金の受取額 6,656 465

利息の支払額 △4,345 △13,543

法人税等の支払額 △134,207 △97,949

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 △572,463 △55,279
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（単位：千円）

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) 

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 － △109,062

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 －

有価証券の償還による収入 － 150,000

有価証券の取得による支出 △145,875 －

有形固定資産の取得による支出 △1,923 △46,970

有形固定資産の売却による収入 － 1,109

無形固定資産の取得による支出 △24,948 △172,163

投資有価証券の売却による収入 120,000 12,312

投資有価証券の取得による支出 △8,308 －

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 △14,582 △466

その他 4,064 17,475

投資活動によるキャッシュ・フロー △373,545 △138,728

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 630,000 －

短期借入金の返済による支出 △30,510 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － 250,000

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 △64,095 △84,999

自己株式の取得による支出 △56,968 －

配当金の支払額 △45,433 △49,767

リース債務の返済による支出 － △13,610

財務活動によるキャッシュ・フロー 932,993 201,623

現金及び現金同等物に係る換算差額 698 899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,316 8,515

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 570,684 660,561
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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。 

  

 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〕

  

ファッショ
ンコマース
事業 
（千円） 

コスメ事業
（千円） 

生活雑貨事
業（千円）

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 4,086,921  246,468  631,077  135,946  5,100,413  ―  5,100,413

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 ―  1,448  ―  1,055  2,504 （ )2,504  ―

計  4,086,921  247,917  631,077  137,002  5,102,918 （ )2,504  5,100,413

営業利益  33,777  1,749  65,543  15,764  116,835  ―  116,835

  

ファッショ
ンコマース
事業 
（千円） 

コスメ事業
（千円） 

生活雑貨事
業（千円）

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 4,175,583  790,481  537,184  39,805  5,543,054  ―  5,543,054

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 ―  1,586  ─  10,866  12,452 （ )12,452  ―

計  4,175,583  792,067  537,184  50,672  5,555,506 （ )12,452  5,543,054

営業利益  △111,510  △7,282  37,709  11,336  △69,747  ―  △69,747

（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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