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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 4,305 △22.1 278 △11.9 253 △18.2 239 △50.5
22年2月期第1四半期 5,527 ― 315 ― 310 ― 484 ―

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

23年2月期第1四半期 17.37 ―
22年2月期第1四半期 35.11 ―

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

23年2月期第1四半期 13,020 5,454 41.6 392.98
22年2月期 13,513 5,219 38.4 375.85

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  5,422百万円 22年2月期  5,186百万円

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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

8,000 △11.9 300 △25.9 250 △29.9 160 △56.8 11.59

通期 16,500 △7.8 800 △19.0 700 △21.2 500 △62.1 36.24

－1－



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、４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及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、
４ページ 【定性的情報・財務諸表】 ３． 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
  

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） 23年2月期第1四半期 14,520,000株 22年2月期  14,520,000株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  721,448株 22年2月期  721,378株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 13,798,604株 22年2月期第1四半期 13,798,632株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、外需の増勢による輸出の回復傾向が継続し、全体としては景気

に持ち直しの動きが見られましたが、当社グループが属する小売業界においては、政策効果等により一部の耐久財が

堅調であったものの、雇用・所得環境が依然として厳しい状況で推移するなか、消費者の購買マインドは盛り上がり

に欠け、非常に厳しい経営環境が続いてまいりました。 

 このような環境のなかで、当社グループは、今後も継続的に利益計上できる体制を構築すべく、衣料品系カタログ

の採算性改善と化粧品事業での安定的な利益確保に向けて地道な事業運営に取り組んでおります。 

 当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、衣料品系カタログの送付部数を削減したことなどから、連結売

上高は、43億５百万円（前年同期比22.1％減）となりました。 

 利益面につきましては、衣料品系カタログにおける販売促進経費を削減し経費効率の改善に努めたものの、売上高

が計画を下回ったことにより、営業利益２億７千８百万円（前年同期比11.9％減）、経常利益２億５千３百万円（同

18.2％減）、四半期純利益２億３千９百万円（同50.5％減）となりました。   

  

セグメント別の概況  

（通信販売事業） 

 衣料品系の「イマージュ」カタログ及び姉妹媒体の「イマージュ ルージュ」カタログにつきましては、経費効率

の悪い顧客層へのカタログ発送を取りやめるとともに、インターネットを効果的に活用することにより販売促進経費

効率の改善に努めてまいりました。 

 化粧品事業につきましては、全体としては売上と利益のバランスを勘案して慎重な事業運営に取り組みつつ、今後

の海外展開等を睨んだ準備に着手いたしました。 

 通信販売事業の売上高は、化粧品事業については概ね計画通りの売上高を確保いたしましたが、衣料品系カタログ

において、特に、平成22年４月に発刊した夏カタログの受注が天候不順等の影響もあって弱含みで推移しており、全

体としては計画を下回る42億１百万円（前年同期比22.5％減）となりました。 

 損益面につきましては、化粧品事業における採算が比較的堅調に推移した一方、衣料品系カタログにおける売上高

が計画を下回る水準にとどまったことから、営業利益は３億３千万円（前年同期比26.6％減）となりました。  

（不動産賃貸事業） 

 当社所有の物流施設や遊休土地等を外部企業に賃貸する不動産賃貸事業の売上高は４千５百万円（前年同期比

5.4％減）、営業利益は３千万円（同3.6％減）となりました。 

（その他の事業） 

 連結子会社の株式会社Ｓ.Ｃパートナーズにおける衣料品の卸売事業等の「その他の事業」の売上高は５千８百万

円（前年同期比2.2％増）、営業利益は１千１百万円（同2.2％増）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は、前連結会計年度末に比べて４億９千２百万円減少し、130億２千

万円となりました。これは主に、現金及び預金、たな卸資産及び前払費用の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて７億２千７百万円減少し、75億６千６百万円となりました。これは主に、短期

借入金、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて２億３千４百万円増加し、54億５千４百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加によるものであります。  

  

 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

 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の残高は、前連結会計年度末に比べて１億７千１百万円

減少し、２億１千７百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は３億２千４百万円（前年同四半期は１億８千６百万円の使用）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益が２億５千５百万円となったこと及び前払費用が１億８千万円減少した反面、仕

入債務が１億２千７百万円減少したこと等を反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は４百万円（前年同四半期は２千万円の獲得）となりました。これは主に、差入保証

金の回収による収入９千２百万円があった反面、有形固定資産の取得による支出６千８百万円及び敷金の差入による

支出２千９百万円があったこと等を反映したものであります。   

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
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（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４億９千万円（前年同四半期は５億４千万円の獲得）となりました。これは主に、

長期借入による収入１億円があった反面、短期借入金の純減少額３億９千６百万円及び長期借入金の返済による支出

１億９千４百万円があったこと等を反映したものであります。 

  

 平成22年４月14日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。なお、実際の業績

につきましては、当社及び当社グループを取り巻く経済情勢、市場の動向等様々な要因により本資料発表日現在の見

通しとは異なる可能性を多く含みます。   

  

 該当事項はありません。  

   

１．簡便な会計処理 

 ① たな卸し資産の評価方法 

   実地棚卸は行わず、前連結会計年度末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しておりま

す。  

 ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法   

   繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生の状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法、あるいは前連結会計年度末以降に経

営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生の状況に著しい変化が認められた場合には、前連結

会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したも

のを利用する方法を適用しております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

   

 当社グループは、平成17年２月期から平成21年２月期まで５期にわたり、主に店舗販売事業の不振から継続的

な営業損失を計上しており、また、店舗販売事業の整理の過程でも多額の資金流出が発生したことから、資金繰

りに充分な余裕があるとは言えない状況にあり、今後、季節要因等により運転資金需要が大幅に増加した場合、

一時的な資金不足が生じる可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。 

 当社グループはこのような状況を解消すべく、通信販売事業に経営資源を集中し衣料品系カタログの採算性改

善と化粧品事業での安定的な利益確保により、継続的に利益を計上できる体制の構築に取り組んでおります。前

連結会計年度においては、店舗販売事業の整理を完了し、期初計画を若干上回る営業利益を確保するとともに在

庫削減による資金創出等により、有利子負債の削減を進めてまいりました。また、当第１四半期連結会計期間に

おいても営業キャッシュ・フローの創出を実現いたしました。資金繰りについては、未だ充分な余裕がある状態

には至っておりませんが、経費効率全般の改善に取り組みながら慎重な事業運営を行うことで、今後も継続的に

営業キャッシュ・フローの発生を見込むことが可能であると判断しており、資金繰り状況も徐々に改善するもの

と判断しております。また、資金繰り状況が改善するまでの間は、引き続き取引金融機関に対して借入枠の設定

等の協力を要請し運転資金の確保を図ってまいります。 

 なお、主要取引金融機関からも継続支援をいただく予定であることなどから、継続企業の前提に関する重要な

不確実性は認められないと判断しております。           

  

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 217,939 389,104

受取手形及び売掛金 1,825,891 1,744,642

たな卸資産 1,989,163 2,080,927

前払費用 146,561 319,275

その他 558,963 564,721

貸倒引当金 △214,380 △191,195

流動資産合計 4,524,138 4,907,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,543,821 1,558,895

土地 5,757,745 5,757,745

その他（純額） 112,458 124,658

有形固定資産合計 7,414,024 7,441,299

無形固定資産 248,020 253,352

投資その他の資産   

その他 834,387 911,403

貸倒引当金 － △302

投資その他の資産合計 834,387 911,101

固定資産合計 8,496,432 8,605,753

資産合計 13,020,570 13,513,228

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,649,865 1,776,262

短期借入金 3,015,000 3,411,355

1年内返済予定の長期借入金 429,400 465,200

1年内償還予定の社債 36,000 36,000

未払金 516,190 574,947

未払法人税等 50,851 159,409

返品調整引当金 97,071 89,433

ポイント引当金 178,199 183,726

その他 275,120 226,784

流動負債合計 6,247,698 6,923,118

固定負債   

社債 126,000 126,000

長期借入金 769,900 828,500

退職給付引当金 187,675 165,708

その他 234,856 250,012

固定負債合計 1,318,431 1,370,220

負債合計 7,566,129 8,293,339
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,299,220 4,299,220

資本剰余金 4,263,390 4,263,390

利益剰余金 △2,751,900 △2,991,559

自己株式 △325,537 △325,520

株主資本合計 5,485,172 5,245,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,572 △59,343

評価・換算差額等合計 △62,572 △59,343

新株予約権 31,842 33,702

純資産合計 5,454,441 5,219,889

負債純資産合計 13,020,570 13,513,228

－6－

株式会社イマージュホールディングス (9947) 平成23年2月期 第1四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 5,527,058 4,305,954

売上原価 2,209,326 1,673,790

売上総利益 3,317,732 2,632,163

返品調整引当金戻入額 160,306 89,433

返品調整引当金繰入額 154,846 97,071

差引売上総利益 3,323,192 2,624,525

販売費及び一般管理費   

販売促進費 1,425,355 1,082,516

荷造運搬費 304,803 232,883

貸倒引当金繰入額 33,258 68,944

給料及び賞与 366,597 309,633

退職給付費用 24,667 26,341

減価償却費 26,738 31,208

その他 825,990 594,832

販売費及び一般管理費合計 3,007,411 2,346,358

営業利益 315,780 278,167

営業外収益   

受取利息 272 591

受取配当金 － 1

仕入割引 12,324 6,980

保険解約返戻金 15,575 －

その他 11,935 1,115

営業外収益合計 40,107 8,688

営業外費用   

支払利息 35,235 32,037

為替差損 8,280 932

その他 2,104 0

営業外費用合計 45,620 32,969

経常利益 310,266 253,886

特別利益   

投資有価証券売却益 100,000 －

新株予約権戻入益 － 1,860

債務免除益 197,520 －

特別利益合計 297,520 1,860

特別損失   

固定資産除却損 16,251 －

投資有価証券評価損 1,522 477

特別損失合計 17,773 477

税金等調整前四半期純利益 590,012 255,268

法人税、住民税及び事業税 151,775 40,709

法人税等調整額 △46,188 △25,099

法人税等合計 105,587 15,609

四半期純利益 484,425 239,658
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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 590,012 255,268

減価償却費 36,236 40,975

返品調整引当金の増減額（△は減少） △5,460 7,638

ポイント引当金の増減額（△は減少） 11,280 △5,527

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △303,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,525 22,883

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,835 21,966

受取利息及び受取配当金 △272 △592

支払利息 35,235 32,037

為替差損益（△は益） 16 －

投資有価証券売却損益（△は益） △100,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,522 477

売上債権の増減額（△は増加） 53,922 △81,248

たな卸資産の増減額（△は増加） 261,434 91,763

前渡金の増減額（△は増加） △27,404 8,109

前払費用の増減額（△は増加） 260,179 180,164

仕入債務の増減額（△は減少） △824,358 △127,096

未払金の増減額（△は減少） △278,584 △13,369

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,859 4,265

その他 152,425 70,647

小計 △140,363 508,363

利息及び配当金の受取額 272 592

利息の支払額 △43,843 △39,037

法人税等の支払額 △2,554 △145,599

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,489 324,318

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 △10,489 △68,518

有形固定資産の売却による収入 － 107

無形固定資産の取得による支出 △9,932 △14,212

投資有価証券の取得による支出 △600 △600

投資有価証券の売却による収入 150,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△154,294 －

敷金の差入による支出 △166 △29,387

敷金の回収による収入 85,600 16,878

差入保証金の差入による支出 △40,000 －

差入保証金の回収による収入 1,021 92,000

貸付金の回収による収入 33 33

その他 △400 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,771 △4,699
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

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） 700,000 △396,355

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △159,200 △194,400

自己株式の取得による支出 － △16

配当金の支払額 △47 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 540,752 △490,783

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 375,018 △171,164

現金及び現金同等物の期首残高 794,361 389,104

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,169,379 217,939
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 （注）１．事業区分は販売形態の類似性等によっております。 

２．事業区分の主な内容 

(1）通信販売事業…カタログ等を媒体とする通信販売事業 

(2）不動産賃貸事業…不動産の賃貸事業 

(3）その他の事業…衣料品卸売事業、化粧品卸売事業 

３．営業費用のうち消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は177,768千円であり、その主なものは提出

会社の本社管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度まで区分しておりました店舗販売事業は、株式会社Ｔ.Ｃターミナルの店舗閉鎖及び株式会

社東京キャンの全株式の譲渡により同事業から撤退したため、当第１四半期連結会計期間より区分しており

ません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

 （注）１．事業区分は販売形態の類似性等によっております。 

２．事業区分の主な内容 

(1）通信販売事業…カタログ等を媒体とする通信販売事業 

(2）不動産賃貸事業…不動産の賃貸事業 

(3）その他の事業…衣料品卸売事業、化粧品卸売事業 

３．営業費用のうち消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は94,330千円であり、その主なものは提出会

社の本社管理部門に係る費用であります。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

    

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

（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
（千円） 

不動産賃貸
事業 

（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  5,421,613  48,386  57,058  5,527,058  －  5,527,058

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  5,421,613  48,386  57,058  5,527,058  －  5,527,058

営業利益  451,056  31,169  11,323  493,549 (177,768)  315,780

  
通信販売事業
（千円） 

不動産賃貸
事業 

（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  4,201,903  45,762  58,288  4,305,954  －  4,305,954

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  4,201,903  45,762  58,288  4,305,954  －  4,305,954

営業利益  330,867  30,059  11,570  372,497 (94,330)  278,167

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

   

(1）生産実績 

 生産は行っておりません。 

(2）受注状況 

 受注生産は行っておりません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年５月31日） 

前年同四半期比（％） 

通信販売事業（千円）  4,201,903  △22.5

不動産賃貸事業（千円）  45,762  △5.4

その他の事業（千円）  58,288  2.2

合計（千円）  4,305,954  △22.1

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年５月31日） 

前年同四半期比（％） 

通信販売事業（千円）  1,573,839  △19.3

不動産賃貸事業（千円）  －  －

その他の事業（千円）  18,474  △47.5

合計（千円）  1,592,313  △19.8
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