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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 55,672 △7.1 2,178 21.2 2,376 13.7 1,655 ―
21年3月期 59,925 4.0 1,797 △20.2 2,089 △18.0 △818 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 60.56 ― 8.3 5.4 3.9
21年3月期 △29.89 ― ― 4.4 3.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 39,708 20,763 52.3 759.43
21年3月期 48,202 19,366 40.2 708.32

（参考） 自己資本   22年3月期  20,763百万円 21年3月期  19,366百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 4,718 △2,775 △2,077 6,017
21年3月期 482 △1,540 1,737 6,151

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 273 ― 1.4
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 273 16.5 1.4
23年3月期 

（予想）
― 7.50 ― 7.50 15.00 27.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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）

 

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

31,500 13.3 1,050 △4.7 1,150 △5.6 650 △42.5 23.77

通期 65,000 16.8 2,300 5.6 2,500 5.2 1,500 △9.4 54.86
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「1株当たり情報」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 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  1,230,268株 21年3月期  1,229,557株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 48,391 △7.7 1,293 72.4 1,707 25.7 1,106 ―
21年3月期 52,415 △0.5 750 △54.3 1,358 △33.4 △145 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 40.47 ―
21年3月期 △5.32 ―

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 32,627 18,811 57.7 688.05
21年3月期 36,011 17,964 49.9 657.06

（参考） 自己資本 22年3月期  18,811百万円 21年3月期  17,964百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の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、7ページ「１．経営成績（４）今後の課題と次期の見通し」をご覧ください。 
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(1) 経営成績に関する分析 

 当連結会計年度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及び好調な中国経済の影響

などにより一部の製造業において持ち直しの動きが見えてきたものの、雇用情勢は依然として厳しく、また物価が下

がりデフレ状況が続いております。 

 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おります。 

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）」の導入及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まいりました。 

当社は、平成21年10月１日に社名を「株式会社スクロール」に変更しました。「スクロールの目指す未来像」とし

て次の５つを掲げ、インターネット市場を事業フィールドの中心に据えたファッションＥＣポータル企業を目指すこ

とを決意し、その実現に取り組んでまいりました。 

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になること。 

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になること。 

⑤社会貢献、環境保護活動に積極的に取り組む社会企業になること。 

また、社名変更に伴う全国的な販売キャンペーンの展開により売上高の拡大と円滑なブランドスイッチを図るとと

もに、県内を中心としたテレビＣＭの放映、ミニテレビ番組「キラリ・スタイル（略称：キラスタ）」の提供、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など、新社名の認知向上に

取り組んでまいりました。 

加えて、商品ジャンル及びＥＣ事業の拡充を図り、収益力の向上及び、より強固な事業基盤を確立するため、イン

ターネット通販化粧品サイト『コスメランド』を運営する株式会社イノベートの子会社化に向け準備を進めてまいり

ました。 

以上の諸施策を実施した結果、当連結会計年度におきましては、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５５６億７２百万円（前年同期比７．１％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２１億７８百万円（同２１．２％増）、連結経常

利益は２３億７６百万円（同１３．７％増）、連結当期純利益は１６億５５百万円（前年同期は連結当期純損失８億

１８百万円）となりました。 

１．経営成績

  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 

ＲＯＥ 

  
平成22年３月期 

百万円 
 55,672

 百万円 
 2,178

 百万円 
 2,376

 百万円 
 1,655

 円 
 60.56

％ 
 8.3

平成21年３月期  59,925  1,797  2,089   △818   △29.89       －

増減率（％）  △7.1  21.2  13.7    －  －  －
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（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。平成22年１月には「スクロール楽天市場店」が「楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー２００９ 百貨店・

総合通販・ギフト」部門におけるジャンル大賞を受賞しました。 

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組みを始めました。 

以上の結果、売上高は４８３億９１百万円（前年同期比７．７％減）となり、営業利益は１２億９３百万円

（同７２．４％増）となりました。  

 ② ソリューション事業 

通信販売企業へのシステム構築並びに受注、出荷及び決済までの一連の通販業務代行並びに販促支援等のトー

タルサポートを行うソリューション事業におきましては、事業会社の名称を平成21年10月１日に「株式会社スク

ロール３６０」へと変更し、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）における物流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事業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など、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。平成22年３月からは営業機能を東京に移し、営業効率の向上及びクライアント対応のスピードアップを目指

した体制を整備しております。 

以上の結果、売上高は５９億９４百万円（前年同期比２．７％増）、営業利益は２億８０百万円（同３５．

６％減）となりました。  

 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中止いたしました。以降は、保有債権の回収に専念し、有利子負債の早期完済に努めて

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２億８８百万円を引当金計上しており

ます。 

以上の結果、取扱高は２億７７百万円（前年同期比９６．８％減）、営業収益は１２億８６百万円（同２３．

０％減）となり、営業利益は４億６２百万円（同３４．８％増）となりました。 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ８４億９３百万円減少し３９７億８百万円（前

年同期比１７．６％減）となりました。 

 流動資産では、前連結会計年度末に比べ１０７億１１百万円減少し２６６億９０百万円（同２８．６％減）とな

りました。この主な要因は、売上高の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少７３億７２百万円（同３２.３％減）

及び有価証券の減少１４億９９百万円並びに商品の減少１４億７７百万円（同３９．４％減）であります。 

 固定資産では、前連結会計年度末に比べ２２億１８百万円増加し１３０億１８百万円（同２０．５％増）となり

ました。この主な要因は、設備投資に伴う建物及び構築物の増加３１億６２百万円であります。 

（負債） 

 当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ９８億９０百万円減少し１８９億４５百万円

（同３４．３％減）となりました。 

 流動負債では、前連結会計年度末に比べ７０億５０百万円減少し１１０億８９百万円（同３８．９％減）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の減少６１億７１百万円（同６５．７％減）であ

ります。 

 固定負債では、前連結会計年度末に比べ２８億３９百万円減少し７８億５６百万円（同２６．５％減）となりま

した。この主な要因は、長期借入金の返済及び短期借入金への振替による減少２７億円（同２９．０％減）であり

ます。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ１３億９６百万円増加し２０７億６３百万円（同

７．２％増）となりました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ１２．１ポイント増加し５２．３％となり、１株当たりの

純資産額は前連結会計年度末と比べ５１円１１銭増加し７５９円４３銭となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金が４７億１８百

万円増加しましたが、投資活動による資金が２７億７５百万円減少し、財務活動による資金が２０億７７百万円減

少したことにより、前連結会計年度に比べ１億３４百万円減少し、当連結会計年度末には６０億１７百万円（前年

同期比２．２％減）となりました。 

 当連結会計年度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） 

営業活動により獲得した資金は、仕入債務及び未払債務が減少しましたが、金融事業を休止したことなどにより

営業債権が減少するとともに、税金等調整前当期純利益２１億２５百万円を計上することにより、４７億１８百万

円（同８７８.０％増）となりました。 

（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、有形固定資産の取得などにより２７億７５百万円（同８０.２％増）となりま

した。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、短期借入金１８億円を返済したことなどにより２０億７７百万円（前年同期は

１７億３７百万円の獲得）となりました。 
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 ③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の 重要政策のひとつとして位置付けております。その基本方針

は、安定的に配当を継続することとし、業績に基づく成果配分を実施することです。平成20年３月期を初年度とする

中期経営計画においては、重要な経営指標のひとつにＲＯＥ１０％以上を掲げ、今後、株主資本への還元を一層重視

する経営を行う所存でおります。また、業績連動型の配当を基本とし、連結配当性向３０％を目処として配当を実施

してまいります。 

 内部留保金におきましては、企業間競争力の維持・強化を図るため、将来を見据えた事業戦略に基づいた投資等に

適切に活用してまいります。 

 当連結会計年度末の株主配当金につきましては、前連結会計年度の当期純損失計上時に引き続き、安定配当の継続

として、１株当たり５円とさせていただきます。これにより中間配当金５円と合わせて年間配当金１０円となりま

す。 

翌連結会計年度の株主配当金につきましては、業績も回復基調にあることから、１株当たり中間配当金７．５円、

期末配当金７．５円の年間配当金１５円を予定しております。 

  平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％）  44.0  44.9  40.2  52.3

時価ベースの自己資本比率（％）  31.6  32.7  26.4  24.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）      ―  6.4  23.0  2.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ―  8.9  3.1  27.5
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(4) 今後の課題と次期の見通し 

  今後の経済の見通しにつきましては、デフレの継続により、個人所得の減少や雇用不安から消費者心理は冷え込

み、小売業界におきましても、個人消費の落ち込みや低価格志向の継続が予想されることから、事業環境は引き続き

厳しく推移することが予想されます。 

  翌連結会計年度におきましては、平成20年３月期から推進しております中期経営計画の 終年度にあたり、「成

長・回復軌道へ」をテーマとし、次の施策を骨子とした営業戦略体制の構築に取り組んでまいります。 

  ① 当社独自の「ＳＰＡ通販」型ビジネスモデルの構築を目指し、通信販売事業における受注金額の 大化と原価

率の低減を図る。                 

  ② 将来の成長性が見込める新事業に対し、積極的な投資を行う。   

  ③ 商品企画力の向上及びソリューション事業における営業力の強化等を目的とし、東京支店機能を拡充する。 

       

  通信販売事業におきましては、引き続きインターネットの利点や特長を 大限に活用した販売促進や商品企画を推

進してまいります。さらに、当社独自の「ＳＰＡ通販」型ビジネスモデルの構築に取り組み、商品企画及び媒体制作

期間を短縮化しヒット率を高めることで受注金額を 大化するとともに、顧客の購買マインドに即した柔軟な価格設

定によりシーズン内での完売、原価率の低減に取り組んでまいります。また、他社との業務提携やＭ＆Ａにより新た

なカテゴリーショップの開発や新規ビジネスへのチャレンジにより、更なる売上拡大を目指す一方、費用対効果を徹

底的に分析し販売促進費の低減にも取り組んでまいります。  

ソリューション事業におきましては、平成21年９月25日に竣工しました新ソリューションセンター（静岡県磐田

市）を基盤としたソリューションビジネスの事業モデルを確立するとともに、新規顧客の獲得や既存顧客の売上拡大

を支援するマーケティングサポート力の強化を図り、事業拡大に取り組んでまいります。 

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中止いたしました。以降は、保有債権の回収に専念し、有利子負債の早期完済に努めてまいりま

す。 

翌連結会計年度の業績見通しとしましては、既存事業における売上拡大に取り組むとともに、株式会社イノベート

の子会社化に伴い、連結売上高６５０億円（前年同期比１６．８％増）を見込んでおります。また利益面におきまし

ては、システム再構築等の投資に係るコストにより販売費及び一般管理費が増加するものの、原価率の低減に努める

とともに引き続き経費削減に取り組むことにより連結営業利益は２３億円（同５．６％増）、連結経常利益は２５億

円（同５．２％増）、連結当期純利益は１５億円（同９．４％減）を見込んでおります。 

   

(5) 事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、株価及び連結財務諸表等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、決算短信提出日現在に

おいて、以下のようなものがあります。 

① 生産国の経済状況 

 当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占める通信販売事業に関して、取り扱う商品の大部分は中国等、

アジア地域で生産されているため、生産国における経済状況の変化等、予期せぬ事象により、商品製造や品質管理

体制に問題が生じた場合、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

② 為替レートの変動 

 当社グループが通信販売事業で取り扱う商品の生産国における通貨価値の上昇は、生産国における製造と調達コ

ストを押し上げる可能性があります。特に、中国においては、元高傾向が続く場合には中国生産商品の原価の上昇

につながると考えられ、その結果、当社グループの利益率を低下させることが想定されます。また、当社グループ

は為替相場の変動リスクを軽減するため為替予約によるヘッジを行っておりますが、大幅な為替相場の変動があっ

た場合は、業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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③ 原材料コストの変動  

当社グループのコア事業である通信販売事業においては、カタログ用紙や商品の梱包資材の材料として紙を使用

しております。また、お客様への商品等のお届けについてはトラック等の輸送手段を用いております。今後、紙市

況の影響によってカタログ用紙や梱包資材のコストの増加や、原油価格の高騰等による輸送コストの変動が生じた

場合は、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 主要取引先との営業取引  

 当社グループは、日本生活協同組合連合会と営業取引を行っておりますが、その取引額は、当社グループの営業

取引額全体の約２５％を占めております。さらに、個別の生協等との直接取引を加えた生活協同組合全体としての

営業取引額は、当社グループの営業取引額全体の約５６％に至っております。予期せぬ事象等により、日本生活協

同組合連合会あるいは個別の生協等との取引が行えなくなった場合、当社グループの業績と財務状況に多大な影響

を及ぼすことが考えられます。 

⑤ 個人情報保護関連  

 当社グループは、個人情報取扱事業者に該当しており、各部門に個人情報保護のための担当者をおき、外部から

の不正アクセス及びウイルス感染の防御、内部管理体制の強化等の対策を講じております。 

万一、当社グループの保有する個人情報が漏洩した場合は、当社グループの信頼の失墜に繋がり、今後の営業活

動に影響を及ぼす可能性があります。加えて、事後対応等に関するコストが発生し、当社グループの業績と財務状

況に影響を及ぼすことが考えられます。 

⑥ 災害等による影響  

 当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占める通信販売事業に関して、お客様からの受注処理及び商品の

出荷業務を静岡県内で行っております。また、当社グループは、自然災害等による受注処理及び出荷業務への影響

を 小限にするため、ネットワークの二重化、設備等の耐震補強、保守管理の徹底、災害時事業継続計画の実行を

含めた対策を実施しております。静岡県内で大規模地震などが起こり、当社グループの情報システム、物流などの

設備や従業員、周辺の交通・通信等の社会インフラ等に甚大な被害が生じた場合は、情報処理及び商品の出荷業務

などに多大な影響を与え、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ システムリスク    

当社グループの業務は、ほとんどすべてにおいてシステム化を行っているため、自然災害、ウイルスの侵入やサ

イバー攻撃等によるシステム障害、システムの不備、不正使用等、さまざまな要因がシステムに影響を及ぼすこと

が考えられます。コンピュータに関してトラブルが発生し復旧等に時間を要した場合、当社グループの業績と財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。また、顧客からの注文についてもインターネットによるものが増加してお

り、インターネット関係になんらかの障害が発生した場合、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性

があります。 

⑧ 法的規制 

当社グループの行う通信販売事業は、特定商取引に関する法律、割賦販売法、個人情報の保護に関する法律、不

当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）等による法的規制を受けております。そのため、当社グループは、内

部統制システムに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制の強化及び整備に努めております。万一これらに

関する問題が発生し、又はこれらの法規の改正等により新たな規制が加わった場合などは、当社グループの業績と

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ 商品の安全性 

当社グループの提供する商品については、独自の基準を設け、その品質向上に取り組むとともに関連法規の遵守

に努めております。しかし、将来にわたり、販売した商品及びその広告表現等において、安全上の問題や表示上の

問題が発生する可能性があります。このような問題が発生した場合、多額の費用が発生し、又は当社グループの信

頼低下による売上の減少などが想定され、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。  

⑩ 天候不順の影響 

冷夏や長雨、暖冬などの天候不順や異常気象等による需要の変動は、当社グループが通信販売事業で取り扱う商

品の売上に影響を与え、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑪  金融事業関連  

 当社グループの金融事業については、想定以上の利息返還請求などが発生した場合、当社グループの業績と財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社グループは、連結財務諸表提出会社（当社）、連結子会社３社で構成されており、主な事業は、通販登録顧客並

びに取引のある全国の生協の組合員様に対する生活関連商品のカタログ・インターネットによる通信販売であり、その

ほかに、これらのノウハウを活用した通信販売代行等の事業を行っております。 

 当社は、平成21年10月１日付をもって株式会社ムトウから株式会社スクロールに商号変更いたしました。また、子会

社におきましては、同日付をもって株式会社ムトウマーケティングサポートから株式会社スクロール３６０に商号変更

いたしました。  

 当連結会計年度における各事業に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりであります。

＜通信販売事業＞ 

主な事業内容の変更はありません。 

＜ソリューション事業＞ 

主な事業内容及び関係会社の異動はありません。 

＜金融事業＞ 

主な事業内容の変更はありません。なお、平成21年３月23日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月末をもって

割賦債権買取業における新たな債権買取りを中止しております。 

以上の結果、当社グループの主な事業の内容、当該事業における位置付け、事業の種類別セグメントとの関連及び事

業系統図は次のとおりであります。 

２．企業集団の状況

区分 会社名 主な事業の内容 

  

通信販売事業 

  

株式会社スクロール（当社） カタログ及びインターネットを媒体とする通信販売業 

ソリューション 

事業 

株式会社スクロール３６０ 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 
武藤商貿（上海）有限公司 

金融事業  株式会社ムトウクレジット 割賦債権買取業 
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  （注）株式会社ムトウクレジットは、平成21年３月23日開催の取締役会決議に基づき、同年６月末をもって個品割

賦事業における新たな債権買取りを中止しております。 
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(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、創業７０周年を迎えるにあたり、インターネット市場を当社の主な事業領域とすることとし、その決意と

事業の方向性を内外に示すため、社名を「株式会社スクロール」に変更いたしました。社名変更に伴い、従来の経営

理念を見直し、行動指針を新たに制定するなど、当社グループのコーポレート・フィロソフィの整理と刷新を行いま

した。「社会から信頼される企業であること。清く、正しく、美しく事業を行うこと。」を社是とし、事業の発展と

社員の幸福を一致させるべく活動し、お客様、お取引先様及び株主様が、ともに満足を得られる経営を行い、社会に

貢献することを基本理念としております。この社会的使命の達成に向けて不断の努力を続けるとともに、事業活動の

効率化、財務体質の強化及びキャッシュ・フロー重視の事業活動を推進し、企業価値の 大化を目指してまいりま

す。 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、目標とする経営指標として前期対比売上高成長率１０％以上、売上高経常利益率６％以上、ＲＯ

Ｅ１０％以上を掲げております。これらの指標を継続的に掲げる重要な指標として認識し、今後も事業の効率化や販

売促進策等の推進により、経営指標の改善と目標の達成に努めてまいります。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループは、平成20年３月期を初年度とした「破壊と創造」を基本方針とする中期経営計画を推進しておりま

す。当連結会計年度は、前年度に引き続き「成長への地固め」を基本テーマとし、成長に向けた経営基盤、企業とし

ての基礎体力の強化に取り組み、外部の経済環境の動向にも動じない安定した収益基盤の構築に取り組んでまいりま

した。  

翌連結会計年度は、「成長・回復軌道へ」をテーマとする中期経営計画の 終年度となります。当社グループの

中長期のビジョンとして、以下に掲げる「スクロールの目指す未来像」の実現が、グループの企業価値を高めるも

のと考え、今後グループ一丸となって推進してまいります。 

  

 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。 

   当社グループは、引き続きインターネットを中心とした通販市場の拡大や成長を大きなビジネスチャンスと捉

え、従来のカタログによる通信販売と融合したインターネットによる販売の充実と進化に注力してまいります。主

力ターゲットであるＦ１層に支持されるマーケットトレンドを捉えた商品企画力の向上及び販売不振商品の早期見

極めによる在庫処分の早期化等を目指した「ＳＰＡ通販」型ビジネスモデルの構築に取り組んでまいります。ま

た、カタログや自社ショッピングサイトの充実、外部ショッピングサイトへの積極的な出店や提携等により、引き

続きお客様満足の向上に取り組んでまいります。     

 ② Ｍ＆Ａ、海外展開等に果敢にチャレンジする成長企業になること。 

   化粧品等新たな商材の拡大、インターネットやＥＣ事業の強化、Ｆ１層を中心とした顧客基盤の拡充等を目的と

した他社との業務提携やＭ＆Ａを実施し、事業規模の拡大を目指すとともに、新規ビジネスモデルの創出に意欲的

に取り組んでまいります。 

 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。  

   新たな経営管理システム「ＳＴＥＰ（ステップ）経営」を導入することにより、「ユニット」・「チーム」を損

益管理の 小単位としております。「ユニット長」・「チーム長」として、２０代、３０代の若手社員を登用し、

日々の採算管理を全社で徹底し、機動力と活力を持って事業活動を行う体制を構築いたします。また、社員の平均

年齢目標を３５歳とし、若手経営者や若手社員の教育にも力を入れてまいります。  

 ④ 常に変化を追い求める進化企業になること。 

   今後とも永遠に存続していく企業であるために、現状維持を良しとするのではなく、常に時代の変化に対応した

新しい取組みを志向し、進化を続けてまいります。  

 ⑤ 社会貢献、環境保護活動に積極的に取り組む社会企業になること。  

   環境保全活動に積極的に取り組むことにより、環境負荷の低減に努めてまいります。また、女性支援及びスポー

ツ協賛等地域への貢献にも積極的に取り組むことで、企業の社会的責任を果たしてまいりたいと考えております。

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,752 6,017

受取手形及び売掛金 22,815 15,442

営業貸付金 1,605 1,010

有価証券 1,499 －

商品 3,747 2,270

繰延税金資産 676 467

その他 2,952 2,065

貸倒引当金 △647 △583

流動資産合計 37,401 26,690

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,383 10,544

減価償却累計額 △4,992 △4,990

建物及び構築物（純額） 2,391 5,553

土地 4,768 4,659

建設仮勘定 1,148 0

その他 938 1,088

減価償却累計額 △628 △687

その他（純額） 309 401

有形固定資産合計 8,617 10,615

無形固定資産 121 111

投資その他の資産   

投資有価証券 1,482 1,473

繰延税金資産 380 489

その他 361 469

貸倒引当金 △163 △142

投資その他の資産合計 2,061 2,291

固定資産合計 10,800 13,018

資産合計 48,202 39,708
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,392 3,221

短期借入金 1,800 2,700

未払金 3,699 2,763

未払法人税等 28 400

賞与引当金 259 144

ポイント引当金 94 72

利息返還損失引当金 65 72

その他 2,800 1,715

流動負債合計 18,140 11,089

固定負債   

長期借入金 9,300 6,600

退職給付引当金 545 413

役員退職慰労引当金 43 14

利息返還損失引当金 144 216

環境対策引当金 － 38

その他 663 574

固定負債合計 10,695 7,856

負債合計 28,835 18,945

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 8,335 9,717

自己株式 △697 △697

株主資本合計 19,004 20,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 351 354

繰延ヘッジ損益 9 20

為替換算調整勘定 0 1

評価・換算差額等合計 361 376

純資産合計 19,366 20,763

負債純資産合計 48,202 39,708
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 59,925 55,672

売上原価 ※1  35,650 ※1  31,882

売上総利益 24,275 23,790

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 3,561 3,343

広告宣伝費 12,059 11,005

ポイント引当金繰入額 87 52

貸倒引当金繰入額 266 229

利息返還損失引当金繰入額 128 184

給料及び手当 2,179 1,999

賞与引当金繰入額 226 136

退職給付費用 521 27

その他 3,446 4,633

販売費及び一般管理費合計 22,477 ※2  21,611

営業利益 1,797 2,178

営業外収益   

受取利息 23 19

仕入割引 53 28

不動産賃貸料 77 82

受取事務手数料 35 31

その他 153 128

営業外収益合計 342 289

営業外費用   

支払利息 39 65

不動産賃貸費用 － 21

その他 10 4

営業外費用合計 50 91

経常利益 2,089 2,376
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

償却債権取立益 6 5

賞与引当金戻入額 15 59

退職給付引当金戻入額 － 41

事業譲渡益 － 22

その他 － 1

特別利益合計 22 131

特別損失   

固定資産除却損 ※3  9 ※3  53

減損損失 － ※4  229

投資有価証券評価損 26 －

退職給付制度改定損 2,779 54

環境対策引当金繰入額 － 38

その他 93 7

特別損失合計 2,909 383

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△797 2,125

法人税、住民税及び事業税 10 373

法人税等調整額 11 95

法人税等合計 21 469

少数株主損失（△） △0 －

当期純利益又は当期純損失（△） △818 1,655
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,978 4,978

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,978 4,978

資本剰余金   

前期末残高 6,388 6,388

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,388 6,388

利益剰余金   

前期末残高 9,429 8,335

当期変動額   

剰余金の配当 △275 △273

当期純利益又は当期純損失（△） △818 1,655

当期変動額合計 △1,094 1,382

当期末残高 8,335 9,717

自己株式   

前期末残高 △415 △697

当期変動額   

自己株式の取得 △281 △0

当期変動額合計 △281 △0

当期末残高 △697 △697

株主資本合計   

前期末残高 20,381 19,004

当期変動額   

剰余金の配当 △275 △273

当期純利益又は当期純損失（△） △818 1,655

自己株式の取得 △281 △0

当期変動額合計 △1,376 1,382

当期末残高 19,004 20,386
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 653 351

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △301 3

当期変動額合計 △301 3

当期末残高 351 354

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △38 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 10

当期変動額合計 48 10

当期末残高 9 20

為替換算調整勘定   

前期末残高 3 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 0

当期変動額合計 △2 0

当期末残高 0 1

評価・換算差額等合計   

前期末残高 618 361

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △256 14

当期変動額合計 △256 14

当期末残高 361 376

少数株主持分   

前期末残高 3 －

当期変動額   

連結子会社株式の取得による持分の増減 △2 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 21,002 19,366

当期変動額   

剰余金の配当 △275 △273

当期純利益又は当期純損失（△） △818 1,655

自己株式の取得 △281 △0

連結子会社株式の取得による持分の増減 △2 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △257 14

当期変動額合計 △1,636 1,396

当期末残高 19,366 20,763
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△797 2,125

減価償却費 270 534

減損損失 － 229

貸倒引当金の増減額（△は減少） △73 △84

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） △42 △114

ポイント引当金の増減額（△は減少） △5 △22

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 37 79

退職給付引当金の増減額（△は減少） 310 △131

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △29

その他の引当金の増減額（△は減少） － 38

受取利息及び受取配当金 △47 △44

資金原価及び支払利息 158 171

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 26 △0

固定資産除売却損益（△は益） 17 54

営業債権の増減額（△は増加） 1,228 7,967

たな卸資産の増減額（△は増加） △472 1,578

その他の流動資産の増減額（△は増加） △288 822

仕入債務の増減額（△は減少） △546 △3,730

未払債務の増減額（△は減少） － △3,596

その他の流動負債の増減額（△は減少） 950 △1,032

その他 151 3

小計 566 4,817

利息及び配当金の受取額 61 57

利息の支払額 △153 △171

法人税等の支払額 △57 △29

法人税等の還付額 65 44

営業活動によるキャッシュ・フロー 482 4,718

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 △1,437 △2,860

有形固定資産の売却による収入 0 3

投資有価証券の取得による支出 △100 △1

投資有価証券の売却による収入 － 11

その他 △1 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,540 △2,775
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △1,800

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 △275 △273

その他 △5 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,737 △2,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 676 △134

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期末残高 ※  6,151 ※  6,017
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該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

子会社３社は全て連結しております。 

㈱ムトウマーケティングサポート 

武藤商貿（上海）有限公司 

㈱ムトウクレジット 

１．連結の範囲に関する事項 

子会社３社は全て連結しております。 

㈱スクロール３６０ 

武藤商貿（上海）有限公司 

㈱ムトウクレジット 

 なお、㈱スクロール３６０は、平成21年10月１日付

をもって㈱ムトウマーケティングサポート（旧社名）

から商号変更いたしました。 

  

２．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

２．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

商品 

 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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

公表分）を適用しております。また、これに伴い、

商品調整引当金の計上を廃止いたしました。 

 この変更により、従来の方法に比べ、売上総利

益、営業利益及び経常利益はそれぞれ 百万円減少

し、税金等調整前当期純損失は同額増加しておりま

す。 

 なお、セグメントに与える影響は（セグメント情

報）に記載しております。 

91

たな卸資産 

商品 

 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定） 

(2) 重要な引当金の計上基準 

① 商品調整引当金 

 連結会計年度末カタログ商品の旧型化損失に備え

るため見積計上しておりましたが、「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日公表分）が適用されたことに伴い、商

品調整引当金の計上を廃止いたしました。 

(2) 重要な引当金の計上基準 

────── 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発

生時の連結会計年度に全額費用処理しております。

（会計方針の変更） 

 前連結会計年度まで、発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法で

費用処理していた過去勤務債務及び各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して

いた数理計算上の差異は、当連結会計年度より発生

時の連結会計年度に全額費用処理する方法に変更し

ております。 

 この変更は、平成21年４月１日付で退職給付制度

を変更し、年金資産を全額移換することに伴い、今

後、数理計算上の差異の発生額が著しく減少するこ

とが見込まれ、過去に累積した未認識数理計算上の

差異が長期的に相殺されることが期待できなくなっ

た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、税金等調整

前当期純損失は 百万円増加しております。 

 なお、セグメントに与える影響はありません。 

 また、平成21年４月１日付で退職給付制度を変更

したため、第３四半期連結累計期間は従来の方法に

よっております。従って、第３四半期連結累計期間

は、変更後の方法によった場合と比べて、営業利益

及び経常利益は 百万円少なく、税金等調整前当

期純利益は 百万円多く計上されております。 

（追加情報） 

 平成21年４月１日付で厚生労働省から企業年金基

金の解散認可と確定拠出年金規約の承認を受け、確

定拠出年金制度及び退職一時金制度による２本立て

の退職給付制度へ移行しました。 

 新制度への移行に伴い、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１

号 平成14年１月31日）を適用しております。 

 この変更により、従来の方法に比べ、税金等調整

前当期純利益は 百万円減少し、税金等調整前

当期純損失を計上しております。 

 なお、セグメントに与える影響はありません。 

243

260

132

2,536

② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発

生時の連結会計年度に全額費用処理しております。
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 なお、上記連結の範囲に関する事項、会計処理基準に関する事項、のれんの償却に関する事項以外は、 近の有価証

券報告書（平成21年６月２日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

────── ③ 環境対策引当金 

 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用

に充てるため、処理費用見込額を計上しておりま

す。 

(3) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 なお、振当処理の要件を満たしている為替予約に

ついては振当処理に、特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについては特例処理によっておりま

す。 

(3) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 外貨建金銭債権債務 

金利スワップ 借入金 

同左 

③ ヘッジ方針 

 外貨建金銭債権債務の為替相場の変動リスク及び

借入金の将来の金利変動によるリスクをヘッジして

おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後

も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動

を完全に相殺するものと想定することができるた

め、ヘッジの有効性の判定は省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

３．のれんの償却に関する事項 

 のれんの償却については、投資効果の発現する期間を

合理的に見積り、その見積期間に応じて均等償却してお

ります。 

 ただし、金額的に重要性がないものについては発生時

に一括償却しております。 

 なお、当連結会計年度末における残高はありません。

────── 
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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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．リース取引に関する会計基準 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これに伴う損益への影響はありません。 

  

１．不動産賃貸費用及び賃貸資産に関する会計処理の方法

の変更  

 前連結会計年度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、当連結会計年度より営業外費用の「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、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、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、営業利益は21百

万円増加していますが、経常利益及び税金等調整前当期

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（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）」88百万円、「土地」109百万円、

「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。 

２．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これに伴う損益への影響は軽微であります。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．前連結会計年度まで連結貸借対照表において、流動資

産の「その他」に含めて表示していた有価証券は、資産

の総額の100分の１を超えたため、当連結会計年度から

「有価証券」として区分掲記することに変更しました。

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている有

価証券は 百万円であります。 

  

50

１．前連結会計年度まで連結キャッシュ・フロー計算書に

おいて、「その他の流動負債の増減額（△は減少）」に

含めて表示していた「未払債務の増減額（△は減少）」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から

「未払債務の増減額（△は減少）」として区分掲記する

ことに変更しました。 

 なお、前連結会計年度の「その他の流動負債の増減額

（△は減少）」に含まれている「未払債務の増減額（△

は減少）」は958百万円であります。 

   

２．「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）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「仕掛品」「原材料及

び貯蔵品」「未着商品」に区分掲記しておりますが、

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」「未着商品」について

は、資産の総額の100分の１以下であることから、流動

資産の「その他」に含めて表示しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれてい

る商品は 百万円であります。 

   

3,681

   

３．前連結会計年度まで連結損益計算書において、営業外

収益の「その他」に含めて表示していた受取事務手数料

は、営業外収益の100分の10を超えたため、当連結会計

年度から「受取事務手数料」として区分掲記することに

変更しました。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている受

取事務手数料は 百万円であります。  7
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

 偶発債務 

 従業員持家融資制度に基づく企業集団従業員の銀行

借入金の保証 

   百万円10

────── 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次の商品評価損並びに商品調整引当金の廃

止に伴う商品調整引当金戻入額が売上原価に含まれて

おります。 

  

商品評価損 百万円311

商品調整引当金戻入額 百万円308

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次の商品評価損が売上原価に含まれており

ます。 

  

商品評価損 百万円△97

────── ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 

  

  百万円18

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

  

建物 百万円7

工具、器具及び備品 百万円1

その他 百万円0

計   百万円9

  

建物 百万円17

構築物 百万円3

工具、器具及び備品 百万円2

車両運搬具 百万円0

解体撤去費用 百万円29

計   百万円53

────── ※４ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、減損損失の算定に当たって、事業

の種類別セグメント単位に、投資の意思決定を行う事

業を基礎として資産のグルーピングを行っております

が、賃貸用資産として利用している資産については、

物件毎に一つの資産グループとしております。 

 通信販売事業のうち、システム再構築の計画変更に

関する意思決定を行った資産グループについては帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（229百万円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により算定しており、零として評価しております。

場所 用途 種類 

静岡県浜松市 事業用資産 建設仮勘定 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加476千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加474千株、単元未満株式の

買取りによる増加1千株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度 
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  28,570  －  －  28,570

合計  28,570  －  －  28,570

自己株式                          

普通株式 （注）  753  476  －  1,229

合計  753  476  －  1,229

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日   

平成20年４月30日 

取締役会 
普通株式  139  5.00 平成20年３月31日 平成20年５月30日   

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  136  5.00 平成20年９月30日 平成20年12月２日   

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成21年４月28日 

 取締役会 
普通株式  136 利益剰余金  5.00 平成21年３月31日 平成21年５月19日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度 
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  28,570  －  －  28,570

合計  28,570  －  －  28,570

自己株式                          

普通株式 （注）  1,229  0  －  1,230

合計  1,229  0  －  1,230

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日   

平成21年４月28日 

取締役会 
普通株式  136  5.00 平成21年３月31日 平成21年５月19日   

平成21年10月27日 

取締役会 
普通株式  136  5.00 平成21年９月30日 平成21年11月30日   

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成22年４月28日 

 取締役会 
普通株式  136 利益剰余金  5.00 平成22年３月31日 平成22年５月31日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係（平成21年

３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係（平成22年

３月31日） 

現金及び預金勘定 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

有価証券勘定 

   百万円

百万円

百万円

4,752

△100

1,499

現金及び現金同等物    百万円6,151

現金及び預金勘定    百万円6,017

現金及び現金同等物    百万円6,017

（リース取引関係）
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達につ

いては、短期的な運転資金を主に銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避

するために利用し、投機的な取引は行いません。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である受取手形及び売掛金、営業貸付金は、顧客の債務不履行による信用リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、当社は売掛金管理規程に従い、顧客ごとの期日管理及び残高確認を行うととも

に、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。連結子会社についても、当社の

売掛金管理規程に準じて、同様の管理を行っております。  

 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業

の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、そ

の一部には商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ

取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。 

 借入金は、主に短期的な運転資金に係る資金調達(原則として５年以内)及び金融事業における債権買取に係

る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリ

バティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。 

 デリバティブ取引の利用にあたっては、外貨建金銭債権債務等の為替相場の変動リスクに対するヘッジを目

的とした為替予約取引、及び借入金等の将来の金利市場における金利上昇による変動リスクを回避する目的と

した金利スワップ取引に限定しております。 

 なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方法、ヘッジの有効性の評価方法等について

は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ２．会計処理基準に関する事項 (3) 重要なヘッジ

会計の方法」をご覧下さい。 

 また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を

作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が含

まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価格が変動することがあります。また、以下の「２．金融商品の時価等に関する事項」におけ

るデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す

ものではありません。 

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)２．参

照)。 

※１．受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

２．営業貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

３．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、 ( )で示しております。  

  

  
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1) 現金及び預金  6,017  6,017 － 

(2) 受取手形及び売掛金  15,442   

貸倒引当金（※１）  △424   

   15,018  15,018 － 

(3) 営業貸付金    1,010    

貸倒引当金（※２）  △129   

   881  881 － 

(4) 投資有価証券       

その他有価証券  1,361  1,360  △0

資産計  23,278  23,277  △0

(1) 支払手形及び買掛金  3,221  3,221 － 

(2) 短期借入金  2,700  2,675  △24

(3) 未払金  2,763  2,763 － 

(4) 未払法人税  400  400 － 

(5) 長期借入金  6,600  6,547  △52

負債計   15,685  15,608  △76

デリバティブ取引（※３）  34  34 － 
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によって

おります。 

(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 営業貸付金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によって

おります。また、回収まで１年以上要するものもありますが、顧客の信用状態が大きく異ならない限

り、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっております。  

(4) 投資有価証券 

 これらの時価について、株式は主に取引所の価格によっております。 

 なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。 

① 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

② 満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

③ その他有価証券  

 その他有価証券の当連結会計年度中の売却額は11百万円であり、売却益の合計額は1百万円、売却損

の合計額は1百万円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価、連結貸借対照

表計上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。  

  

  種類 
連結貸借対照表 

計上額（百万円）

取得原価 

（百万円） 
差額（百万円） 

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの 

(1) 株式   1,235   676  559

(2) 債券  －  －  －

(3) その他   －  －  －

小計  1,235   676  559

時価が連結貸借対

照表を超えないも

の 

(1) 株式   125   128  △2

(2) 債券   －  －  －

(3) その他   －  －  －

小計  125   128  △2

合計  1,361   805  556
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負 債 

(1) 支払手形及び買掛金、(3) 未払金、並びに(4) 未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格によって

おります。 

(2) 短期借入金、並びに(5) 長期借入金 

 借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とさ

れており（下記「デリバティブ取引」②参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合

計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法に

よっております。 

  

デリバティブ取引 

① ヘッジ会計が適用されていないもの 

該当事項はありません。 

② ヘッジ会計が適用されているもの 

 ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次

のとおりです。 

通貨関連  

※為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。  

ヘッジ会計

の方法 

デリバティブ

取引の種類等 

主なヘッジ

対象 

契約額等

（百万円）

契約額のう

ち１年超

（百万円）

時価 

（百万円） 

当該時価の

算定方法 

原則的処理

方法 

為替予約取引   金融機関よ

り公表され

た為替相場

によってい

る。 

買建   

米ドル 買掛金   1,348  －   1,382

為替予約等

の振当処理 

為替予約取引     

買建     

米ドル 買掛金   145  － (※) － 

合計   1,494  －   1,382 － 
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金利関連  

※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて

いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「(４)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 

  

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定金額 

（単位 百万円）

  

（注）４．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定金額 

（単位 百万円）

   

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。 

  

ヘッジ会計

の方法 

デリバティブ

取引の種類等 

主なヘッジ

対象 

契約額等

（百万円）

契約額のう

ち１年超

（百万円）

時価 

（百万円） 

当該時価の

算定方法 

金利スワッ

プの特例処

理 

金利スワップ

取引 
    

支払固定・受

取変動 
長期借入金 1,500  500 (※) － 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式  112

  １年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 
10年超 

現金及び預金  6,017 － －  － 

受取手形及び売掛金   13,025   2,416  0 － 

営業貸付金   265   656   87   0

投資有価証券   

その他有価証券のうち 

満期があるもの 
－ － － － 

合計    19,308   3,073   87   0

  １年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

長期借入金  2,700  5,500  1,100  －  －  －

リース債務  3  3  3  0  －  －

合計   2,703  5,503   1,103   0   －   －
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

   

 当社及び一部の連結子会社では、静岡県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィス

ビルや賃貸商業施設を所有しております。 

 これら賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりでありま

す。 

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を

用いて調整を行ったものを含む。）であります。 

  

また、賃貸等不動産に関する平成22年３月期における損益は、次のとおりであります。 

（注）賃貸収益及び賃貸費用は、賃貸収益とこれに対応する費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）であ

り、主な賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上されております。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11

月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平

成20年11月28日）を適用しております。 

  

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（税効果会計関係）

（賃貸等不動産関係）

  連結貸借対照表計上額（百万円） 
当連結会計年度末の

時価（百万円）   
前連結会計年度末 

残高 

当連結会計年度 

増減額 

当連結会計年度末 

残高 

商業施設   828   △55   773   1,131

オフィスビル   －   54   54   48

合計   828   △0   827   1,180

  賃貸収益（百万円） 賃貸費用（百万円） 差額（百万円） 
その他（売却損益

等）（百万円） 

商業施設   144   50   93 －

オフィスビル   11  3   7 －

合計   155  54   101 －
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高  52,415  5,839  1,670  59,925  －  59,925

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  1,331  6  1,338  (1,338)  －

計  52,415  7,170  1,677  61,263  (1,338)  59,925

営業費用  51,665  6,734  1,334  59,734  (1,605)  58,128

営業利益  750  436  342  1,529  267  1,797

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                                   

資産  36,011  1,540  13,602  51,155  (2,952)  48,202

減価償却費  253  13  8  275  (4)  270

資本的支出  1,512  47  0  1,560  (5)  1,555
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（事業区分の方法の変更） 

 事業区分の方法については、従来、通信販売事業、金融事業、情報処理事業としておりましたが、当連結会

計年度より通信販売事業、ソリューション事業、金融事業に変更しております。 

 中期経営計画において、通販ソリューション事業を重要な事業と位置付け、当社が営んでいた通販ソリュー

ション事業を㈱ムトウマーケティングサポートに分割承継いたしました。これに伴い、情報処理事業の名称を

ソリューション事業に変更し、通信販売事業に含めていた通販ソリューション事業を、ソリューション事業に

含めて表示しております。 

 この変更により、従来の方法に比べ、当連結会計年度の通信販売事業の売上高は2,887百万円（うち外部顧客

に対する売上高は2,887百万円）、営業利益は178百万円減少しております。ソリューション事業の売上高は

2,879百万円（うち外部顧客に対する売上高は2,887百万円）、営業利益は178百万円増加しております。消去又

は全社の売上高は7百万円増加しております。 

 なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合のセグメント情報は、次のとおりで

あります。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  

３．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含んでおります。 

４．棚卸資産の評価に関する会計基準 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (1) ②に記載のとおり、当連結会計年度より「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日公表分）を適用しております。ま

た、これに伴い、商品調整引当金の計上を廃止しております。 

 この変更により、従来の方法に比べ、通信販売事業の営業利益は91百万円減少しております。 

  

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高  49,948  5,808  1,840  57,597  －  57,597

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 161  1,006  4  1,173  (1,173)  －

計  50,110  6,814  1,845  58,770  (1,173)  57,597

営業費用  48,625  6,483  1,518  56,627  (1,283)  55,343

営業利益  1,485  331  326  2,142  110  2,253

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                                   

資産  33,923  1,471  15,158  50,553  (3,835)  46,717

減価償却費  264  15  16  297  0  297

減損損失  60  －  －  60  －  60

資本的支出  290  33  7  331  (195)  135
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含んでおります。 

４．会計処理の方法の変更 

（不動産賃貸費用及び賃貸資産） 

 「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」に記載のとおり、不動産賃貸に係る費用を当

連結会計年度より営業外費用の「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、当連結会計年度の通信販売事業の営業利益は185百万円、ソリューショ

ン事業の営業利益は80百万円、金融事業の営業利益は3百万円増加し、消去又は全社の営業利益は248百万円減

少しております。 

  

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも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。 

  

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日

至 平成22年３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。 

  

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高  48,391  5,994  1,286  55,672  －  55,672

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  51  0  52  (52)  －

計  48,391  6,046  1,286  55,725  (52)  55,672

営業費用  47,098  5,765  824  53,688  (194)  53,494

営業利益  1,293  280  462  2,036  141  2,178

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
  

資産  29,132  4,739  9,868  43,740  (4,031)  39,708

減価償却費  382  149  4  535  (0)  534

減損損失  229  －  －  229  －  229

資本的支出  1,246  1,796  0  3,043  －  3,043

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額    円 銭708 32

１株当たり当期純損失 円 銭29 89

１株当たり純資産額    円 銭759 43

１株当たり当期純利益 円 銭60 56

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  19,366  20,763

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  －  －

（うち少数株主持分）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  19,366  20,763

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（千株） 
 27,341  27,340

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △818  1,655

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円） 
 △818  1,655

期中平均株式数（千株）  27,382  27,340
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社は、平成22年４月15日開催の取締役会において、株式会社イノベート（本社：島根県浜田市、代表取締役社

長：吉本雅則）の株式を取得することを決議し、平成22年４月23日を効力発生日として同社の株式の８７.７％を取

得いたしました。その結果、同日付をもって株式会社イノベートは当社の連結子会社となりました。 

(1) 株式取得の目的 

 当社は、アパレル・ファッション雑貨を中心としたカタログ及びインターネットを通じた通信販売を主力事業と

しており、将来的には既存事業の発展及び新規事業の積極的な展開によるファッションＥＣ企業を志向しておりま

す。 

 株式会社イノベートは、Ｆ１層（２０代から３０代の女性）を主な対象顧客として、国内・海外のブランド化粧

品をインターネットサイト「コスメランド」において販売しております。このサイト店舗は、楽天市場に出店して

おり、過去連続して「ショップ・オブ・ザ・イヤー」のジャンル賞を獲得するなど市場において高い評価・認知を

得ております。 

 この度の株式取得は、商品ジャンル及びＥＣ事業の拡充を図り、グループの収益力の向上及び多様で強固な事業

基盤の確立を目指すものであります。 

(2) 異動する子会社の概要（平成21年10月31日現在） 

  a.名称       ：株式会社イノベート 

  b.本店所在地    ：島根県浜田市熱田町１０１５番地３ 

  c.代表者の役職・氏名：代表取締役社長 吉本雅則 

  d.事業内容     ：化粧品小売 

  e.資本金      ：３６，２５０千円 

  f.設立年月日    ：１９５５年（昭和３０年）４月２６日  

  g.大株主及び持株比率：吉本雅則（同社 代表取締役社長）  ３２０株 ８７．７％ 

             島根新産業創出投資事業有限責任組合  ４５株 １２．３％ 

    h. 近３年間の経営成績及び財政状態 

（重要な後発事象）

  
 平成19年10月期 

（百万円）  

 平成20年10月期 

（百万円）  

 平成21年10月期 

（百万円）  

 純資産  217  285  480

 総資産  786  1,459  1,953

 １株当たり純資産（円）  594,939  782,510  1,315,262

 売上高  3,157  4,655  6,099

 営業利益  75  216  349

 経常利益  83  209  325

 当期純利益  53  68  194

 １株当たり当期純利益（円）  147,265  187,571  532,751

 １株当たり配当金（円） ―  ―  ―  
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,387 5,820

売掛金 10,285 9,236

有価証券 1,499 －

商品 3,745 2,270

未着商品 119 97

貯蔵品 463 394

前渡金 2 0

前払費用 1,240 921

繰延税金資産 381 229

関係会社短期貸付金 200 －

未収入金 905 600

その他 68 56

貸倒引当金 △124 △97

流動資産合計 23,174 19,529

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,997 6,603

減価償却累計額 △4,671 △3,737

建物（純額） 2,326 2,865

構築物 379 276

減価償却累計額 △318 △214

構築物（純額） 60 61

機械及び装置 133 159

減価償却累計額 △94 △98

機械及び装置（純額） 38 60

車両運搬具 15 5

減価償却累計額 △14 △5

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 699 701

減価償却累計額 △458 △468

工具、器具及び備品（純額） 241 233

土地 4,889 3,966

リース資産 14 15

減価償却累計額 △2 △5

リース資産（純額） 12 9

建設仮勘定 1,120 0

有形固定資産合計 8,690 7,199

無形固定資産   

電話加入権 2 2

ソフトウエア 90 80

無形固定資産合計 93 83
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,481 1,473

関係会社株式 150 150

出資金 0 0

関係会社長期貸付金 2,100 －

繰延税金資産 225 411

投資不動産 － 4,943

減価償却累計額 － △1,308

投資不動産（純額） － 3,634

その他 147 199

貸倒引当金 △50 △53

投資その他の資産合計 4,053 5,815

固定資産合計 12,837 13,097

資産合計 36,011 32,627

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,028 929

買掛金 5,171 2,291

短期借入金 1,300 200

関係会社短期借入金 － 3,500

リース債務 3 3

未払金 3,083 2,476

未払費用 9 6

未払法人税等 27 346

未払消費税等 68 40

預り金 192 147

前受収益 － 2

賞与引当金 159 117

ポイント引当金 94 72

その他 36 6

流動負債合計 14,176 10,140

固定負債   

長期借入金 3,500 3,300

リース債務 10 7

退職給付引当金 319 318

役員退職慰労引当金 35 6

環境対策引当金 － 38

その他 4 4

固定負債合計 3,870 3,675

負債合計 18,046 13,815
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 6,387 6,387

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 6,388 6,388

利益剰余金   

利益準備金 601 601

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 28 28

別途積立金 5,040 5,040

繰越利益剰余金 1,264 2,097

利益剰余金合計 6,934 7,767

自己株式 △697 △697

株主資本合計 17,603 18,436

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 351 354

繰延ヘッジ損益 9 20

評価・換算差額等合計 361 375

純資産合計 17,964 18,811

負債純資産合計 36,011 32,627
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 52,415 48,391

売上原価   

商品期首たな卸高 3,679 3,745

当期商品仕入高 29,667 25,080

他勘定振替高 ※1  4 ※1  1

合計 33,343 28,824

商品期末たな卸高 3,745 2,270

商品売上原価 29,597 26,553

商品調整引当金戻入額 308 －

当期営業原価 321 158

売上原価合計 ※2  29,610 ※2  26,712

売上総利益 22,805 21,679

販売費及び一般管理費   

販売手数料 129 122

運賃諸掛 3,559 3,343

広告宣伝費 12,045 11,002

ポイント引当金繰入額 87 52

貸倒引当金繰入額 79 58

給料及び手当 1,626 1,646

賞与引当金繰入額 159 117

退職給付費用 415 18

通信費 303 270

減価償却費 233 345

支払手数料 1,487 1,320

その他 1,926 2,087

販売費及び一般管理費合計 22,054 20,385

営業利益 750 1,293

営業外収益   

受取利息 64 28

有価証券利息 7 1

受取配当金 67 25

仕入割引 53 28

不動産賃貸料 ※3  227 ※3  330

業務受託手数料 ※3  68 ※3  63

その他 169 191

営業外収益合計 657 669

営業外費用   

支払利息 40 66

不動産賃貸費用 － 185

その他 9 3

営業外費用合計 49 255

経常利益 1,358 1,707
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 28

退職給付引当金戻入額 － 19

その他 － 1

特別利益合計 － 49

特別損失   

固定資産除却損 ※4  7 ※4  51

減損損失 － ※5  229

投資有価証券評価損 24 －

退職給付制度改定損 1,419 33

環境対策引当金繰入額 － 38

その他 － 0

特別損失合計 1,451 353

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △93 1,404

法人税、住民税及び事業税 9 336

法人税等調整額 43 △38

法人税等合計 52 297

当期純利益又は当期純損失（△） △145 1,106
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営業原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅰ 資材費    －  －  －  －

Ⅱ 労務費    －  －  －  －

Ⅲ 経費 ※2  321  100.0  158  100.0

当期総営業費用    321  100.0  158  100.0

期首仕掛品たな卸高    －        －      

合計    321    158   

期末仕掛品たな卸高    －    －   

当期営業原価    321    158   

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 １ 原価計算の方法 

 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計

算であります。 

 １ 原価計算の方法 

同左 

※２ 主な内訳は次のとおりであります。 ※２ 主な内訳は次のとおりであります。 

外注加工費     百万円215

保管料     百万円53

減価償却費     百万円20

外注加工費     百万円93

減価償却費     百万円28

保管料     百万円19
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,978 4,978

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,978 4,978

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,387 6,387

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,387 6,387

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 6,388 6,388

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,388 6,388

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 601 601

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 601 601

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 28 28

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 28 28

別途積立金   

前期末残高 5,040 5,040

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,040 5,040
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,686 1,264

当期変動額   

剰余金の配当 △275 △273

当期純利益又は当期純損失（△） △145 1,106

当期変動額合計 △421 833

当期末残高 1,264 2,097

利益剰余金合計   

前期末残高 7,355 6,934

当期変動額   

剰余金の配当 △275 △273

当期純利益又は当期純損失（△） △145 1,106

当期変動額合計 △421 833

当期末残高 6,934 7,767

自己株式   

前期末残高 △415 △697

当期変動額   

自己株式の取得 △281 △0

当期変動額合計 △281 △0

当期末残高 △697 △697

株主資本合計   

前期末残高 18,307 17,603

当期変動額   

剰余金の配当 △275 △273

当期純利益又は当期純損失（△） △145 1,106

自己株式の取得 △281 △0

当期変動額合計 △703 832

当期末残高 17,603 18,436
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 653 351

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △301 3

当期変動額合計 △301 3

当期末残高 351 354

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △38 9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 10

当期変動額合計 48 10

当期末残高 9 20

評価・換算差額等合計   

前期末残高 614 361

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △253 14

当期変動額合計 △253 14

当期末残高 361 375

純資産合計   

前期末残高 18,921 17,964

当期変動額   

剰余金の配当 △275 △273

当期純利益又は当期純損失（△） △145 1,106

自己株式の取得 △281 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △253 14

当期変動額合計 △956 846

当期末残高 17,964 18,811
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該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「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日公表

分）を適用しております。また、これに伴い、商品調

整引当金の計上を廃止いたしました。 

 この変更により、従来の方法に比べ、売上総利益、

営業利益及び経常利益はそれぞれ 百万円減少し、税

引前当期純損失は同額増加しております。 

91

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

(2) 貯蔵品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「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日公表

分）を適用しております。 

 これに伴う損益への影響はありません。 

 また、前事業年度まで先入先出法による原価法で評

価しておりましたが、当事業年度より個別法による原

価法で評価する方法に変更しております。 

 この変更は、金額的重要性が増したため、厳密な個

別の管理が必要となり行ったものであります。 

 これに伴う損益への影響は軽微であります。 

(2) 貯蔵品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く。）については、定額法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物   ３～50年 

構築物  ７～40年 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産及び投資不動産（リース資産を除く） 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く。）については、定額法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物   ３～50年 

構築物  ７～40年 

３．引当金の計上基準 

(1) 商品調整引当金 

 事業年度末カタログ商品の旧型化損失に備えるため

見積計上しておりましたが、「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

日公表分）が適用されたことに伴い、商品調整引当金

の計上を廃止いたしました。 

３．引当金の計上基準 

────── 
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 なお、上記たな卸資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準以外は、 近の有価

証券報告書（平成21年６月２日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

 なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発生

時の事業年度に全額費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

 前事業年度まで、発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定額法で費用処理

していた過去勤務債務及び各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理していた数理計算上の差異

は、当事業年度より発生時の事業年度に全額費用処理

する方法に変更しております。 

 この変更は、平成21年４月１日付で退職給付制度を

変更し、年金資産を全額移換することに伴い、今後、

数理計算上の差異の発生額が著しく減少することが見

込まれ、過去に累積した未認識数理計算上の差異が長

期的に相殺されることが期待できなくなったために行

ったものであります。 

 この変更により、従来の方法に比べ、税引前当期純

損失は 百万円増加しております。 

（追加情報） 

 平成21年４月１日付で厚生労働省から企業年金基金

の解散認可と確定拠出年金規約の承認を受け、確定拠

出年金制度及び退職一時金制度による２本立ての退職

給付制度へ移行しました。 

 新制度への移行に伴い、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 

平成14年１月31日）を適用しております。 

 この変更により、従来の方法に比べ、税引前当期純

利益は 百万円減少し、税引前当期純損失を計上

しております。 

68

1,351

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

 なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発生

時の事業年度に全額費用処理しております。 

────── (3) 環境対策引当金 

 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用に

充てるため、処理費用見込額を計上しております。 
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会計処理の方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、 当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

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、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これに伴う損益への影響はありません。 

（不動産賃貸費用及び賃貸資産） 

 前事業年度まで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、当事業年度

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、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、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、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、営業利益は185百

万円増加していますが、経常利益及び税引前当期純利益に

与える影響はありません。  

 また、この変更に伴い、従来の有形固定資産の「建物」

2,648百万円、「構築物」63百万円、「土地」922百万円を

投資その他の資産の「投資不動産」に、「機械及び装置」

37百万円、「車両運搬具」0百万円、「工具、器具及び備

品」20百万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。   

㈱スクロール（8005）平成22年3月期　決算短信 

- 50 -



   

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

偶発債務 

関係会社の銀行借入金の保証 

偶発債務 

関係会社の銀行借入金の保証 

㈱ムトウクレジット   百万円1,500

従業員持家融資制度に基づく当社

及び関係会社従業員の銀行借入金

の保証 

   百万円10

偶発債務合計   百万円1,510

㈱ムトウクレジット   百万円1,500

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

※１ 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりでありま

す。 

※１ 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりでありま

す。 

  

雑損失への振替額 百万円2

  

広告宣伝費への振替額 百万円1

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次の商品評価損が売上原価に含まれており

ます。 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次の商品評価損が売上原価に含まれており

ます。 

  

商品評価損 百万円311

  

商品評価損 百万円△97

※３ 関係会社との取引に係る注記 ※３ 関係会社との取引に係る注記 

不動産賃貸料 

業務受託手数料  

  百万円

百万円

150

68

不動産賃貸料 

業務受託手数料  

  百万円

百万円

248

63

    

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物   百万円6

工具、器具及び備品 

その他 

  百万円

百万円

1

0

計   百万円7

  

建物   百万円17

構築物   百万円2

工具、器具及び備品   百万円1

解体撤去費用   百万円29

計   百万円51

────── ※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。  

 当社は、減損損失の算定に当たって、事業の種類別

セグメント単位に、投資の意思決定を行う事業を基礎

として資産のグルーピングを行っておりますが、賃貸

用資産として利用している資産については、物件毎に

一つの資産グループとしております。 

 通信販売事業のうち、システム再構築の計画変更に

関する意思決定を行った資産グループについては帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（229百万円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により算定しており、零として評価しております。

場所 用途 種類 

静岡県浜松市 事業用資産 建設仮勘定 
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加476千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加474千株、単元未満株式の

買取りによる増加1千株であります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

   

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末 
株式数（千株） 

当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末 
株式数（千株） 

普通株式 （注）  753  476  －  1,229

合計  753  476  －  1,229

  
前事業年度末 
株式数（千株） 

当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末 
株式数（千株） 

普通株式 （注）  1,229  0  －  1,230

合計  1,229  0  －  1,230

（リース取引関係）

（有価証券関係）

（税効果会計関係）
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社は、商品ジャンル及びＥＣ事業の拡充を図り、グループの収益力の向上及び多様で強固な事業基盤の確立を目

指すことを目的とし、株式会社イノベート（本社：島根県浜田市、代表取締役社長：吉本雅則）の株式の取得（子会

社化）に関する契約を締結し、同社の株式を取得いたしました。 

 なお、詳細につきましては、連結財務諸表（重要な後発事象）に記載のとおりであります。  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額    657円06銭

１株当たり当期純損失 円 銭5 32

１株当たり純資産額     円05銭688

１株当たり当期純利益 円 銭40 47

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
前事業年度末 

（平成21年３月31日） 
当事業年度末 

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  17,964  18,811

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  17,964  18,811

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（千株） 
 27,341  27,340

  
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △145  1,106

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円） 
 △145  1,106

期中平均株式数（千株）  27,382  27,340

（重要な後発事象）
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役員の異動 

 １．新任取締役候補者 

   平成22年５月28開催の定時株主総会において次のとおり選任の予定 

 社外取締役        岸本義之（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 

                      ディレクター・オブ・ストラテジー）             

  

 ２．新任監査役候補者 

   平成22年５月28日開催の定時株主総会において次のとおり選任の予定  

 社外監査役         中島 悟（現 株式会社インフォーテック代表取締役社長） 

  

 ３．退任予定取締役   

         平成22年５月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任の予定 

 現 取締役執行役員経営企画部長  松枝仁志 

 ※ 松枝仁志氏は、株式会社ムトウクレジット代表取締役社長についても退任の予定  

  

 ４．担当変更予定取締役    

   平成22年５月28日開催の定時株主総会終了後の取締役会において次のとおり担当変更の予定 

     取締役常務執行役員 社長補佐 経営企画部長 兼務 人事総務部長 長田隆利 

                       （現 取締役常務執行役員 社長補佐 人事総務部長） 

 ※ 長田隆利氏は、株式会社ムトウクレジット代表取締役社長に就任予定  

６．その他
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