
  

  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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3月期第１四半期  15,115  △0.2  1,369  21.9  1,433  20.3  827  △27.4

22年3月期第１四半期  15,152  △5.2  1,123  △6.4  1,192  △5.8  1,139  30.0

  
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3月期第１四半期  30  25 － 

22年3月期第１四半期  41  69 －

  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3月期第１四半期  39,974  21,445  53.5  781  94

22年3月期  39,708  20,763  52.3  759  43

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 21,378百万円 22年3月期 20,763百万円

  
年間配当金

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3月期 － 5 00 － 5 00  10  00

23年3月期 － 

23年3月期（予想） 7 50 － 7 50  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  31,500  13.3  1,050  △4.7  1,150  △5.6  650  △42.5  21  80

通期  65,000  16.8  2,300  5.6  2,500  5.2  1,500  △9.4  47  69



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有 

新規       1社 （社名 株式会社イノベート）        、除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  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

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信〔添付資料〕３ページ

「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 28,570,650株 22年3月期 28,570,650株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 1,230,330株 22年3月期 1,230,268株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 27,340,372株 22年3月期１Ｑ 27,340,915株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、悪化していた景気もエコ商品助成政策や好調な中国経済の

影響などにより企業業績は持ち直してきたものの、雇用情勢は依然として厳しく、デフレ状況が続き、自律的回復

には至っておりません。 

小売業界におきましては、雇用者所得が減少し、購買意欲が減退するなか、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、激しい販売競争を展開する一方で、通販商

品の店舗販売、百貨店の専門量販との提携など、業態の垣根を越えた新たな模索が始まっております。 

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おりま

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。 

  

当第１四半期連結会計期間におきましては、商品ジャンル及びＥＣ事業の拡充を図るため、平成22年４月23日に

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株式を取得し連結子会社とい

たしました。同社の子会社化による売上の増加があったものの消費不振等の影響を受け連結売上高は１５１億１５

百万円（前年同期比０．２％減）となりました。利益面におきましては、カタログの効率的な配布による部数削減

及びネット関連費用の削減等による広告宣伝費の減少並びに全社的経費削減プロジェクトの継続実施により、連結

営業利益は１３億６９百万円（同２１．９％増）、連結経常利益は１４億３３百万円（同２０．３％増）となりま

したが、連結四半期純利益につきましては、繰越欠損金の解消による法人税の増加により８億２７百万円（同２

７．４％減）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

当第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報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20号 平成20年

３月21日）を適用しております。従来、「通信販売事業」「ソリューション事業」「金融事業」と表示しておりまし

たが、これらのうち「通信販売事業」につきましては、カタログ商材及び業務別に区分を３つに細分化し、「通販ア

パレル事業」「通販インナー事業」「通販非アパレル事業」としております。  

 なお、セグメント別の売上高は連結相殺消去後、セグメント利益は連結相殺消去前の数値を記載しております。  

  

 ① 通販アパレル事業 

通販アパレル事業につきましては、流行の影響を一番受けやすい商材であることから、当社独自の「ＳＰＡ通

販」型ビジネスモデルの構築により、受注金額の 大化及び原価率の低減を目指しております。具体的には、２

０１０年夏号から商品企画期間及びカタログ制作期間並びに商品生産期間を短縮し、需要期に近いマーケット情

報を取り入れヒット率を高めるための体制づくりに取り組んでまいりました。 

以上の結果、売上高は６８億６８百万円となり、セグメント利益は７億３百万円となりました。  

 ② 通販インナー事業 

通販インナー事業におきましては、インナー商材は、アウター商材に比べ目的買いの傾向があることから、お

客様の要望を反映させたこだわり商品をわかりやすく提案すること、また、シーズンを先取りするのではなく、

実需期に合わせた販売にするため、インターネット販売の強化に取り組んでまいりました。 

以上の結果、売上高は２１億９３百万円となり、セグメント利益は２億８２百万円となりました。 

 ③ 通販非アパレル事業 

通販非アパレル事業におきましては、家具及びインテリア雑貨商品において、インターネットサイトにおける

商品説明ページの充実及びタイムリーな商品情報の掲載等インターネット主体の商品企画体制の構築に取り組ん

でまいりました。また、株式会社イノベートの子会社化により、同社が運営する『コスメランド』サイトの事業

基盤を再構築するため、システム及び物流等の体制整備に着手いたしました。 

以上の結果、売上高は４３億６７百万円となり、セグメント利益は３億９３百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 ④ 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、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、通販事業者に対し、物流代行・システム提供・販売促進支援等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、物流代行業務の受注拡大を目的として平成21年９月末に新ソリューションセンター

（静岡県磐田市）の運営を開始したことにくわえ、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

指した体制を整備するため、本年３月からは営業機能を東京に移しております。 

以上の結果、売上高は１４億５２百万円、セグメント利益は８４百万円となりました。  

 ⑤ 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２億６９百万円を引当金計上しており

ます。 

以上の結果、営業収益は２億３２百万円となり、セグメント利益は１億４９百万円となりました。  

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、株式会社イノベートの株式取得に伴い現金及び預金の資産が減少しま

したが、当社が在庫リスクを持つ直貿の推進による商品の増加やＭ＆Ａに伴うのれんの計上による無形固定資産の増

加により、前連結会計年度末に比べ２億６５百万円増加し、３９９億７４百万円となりました。 

負債合計は、Ｍ＆Ａに伴う借入金の増加がありましたが、支払手形及び買掛金の減少並びに未払金の減少により前

連結会計年度末に比べ４億１７百万円減少し、１８５億２８百万円となりました。 

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６億８２百万円増加し、２１４億４５百万

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５２．３％から１．２ポイント上昇し、５３．５％となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会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４億８

６百万円、投資活動により９億７７百万円、財務活動により７億９９百万円資金を使用したことにより、前連結会計

年度末に比べ２２億６３百万円減少し、３７億５３百万円となりました。 

 ① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により使用した資金は、税金等調整前四半期純利益１４億１６百万円を獲得し、金融事業を休止した

ことなどにより営業債権が減少しましたが、たな卸資産が増加し、法人税等の支払いなどにより、４億８６百万

円（前年同期は９億７０百万円の獲得）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、子会社株式の取得及び有形固定資産の取得などにより９億７７百万円（前年

同期は１２百万円の使用）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、借入金を返済したことなどにより７億９９百万円（前年同期比２５．８％

増）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高、利益ともほぼ計画どおりに推移しております。したがいまし

て、現時点では、第２四半期（累計）及び通期とも、平成22年４月28日の平成22年３月期決算発表時に公表しました

連結業績予想を修正しておりません。   
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 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た

め、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」において販売している、株式会社イノベート（本社：島根県浜田市）の株式を取得し、連結

子会社といたしました。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法  

 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、前連結会計年度に係る実地棚卸

高を基礎として、合理的な方法により算出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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計基準の改正に伴う変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適

用しております。 

 これによる、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（企業結合に関する会計基準等の適用）  

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）を適用しております。 

  

② ①以外の変更  

（不動産賃貸費用及び賃貸資産） 

 前連結会計年度の第３四半期連結会計期間より、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を、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たため、前第１四半期

連結会計期間と当第１四半期連結会計期間で処理方法が異なっております。 

 なお、前第１四半期連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、営業利益は 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、有形固定資産の「建物及び構築物（純額）」、「土地」及び「その他（純額）」

に含めていた賃貸不動産は、投資その他の資産の「その他」に表示しております。前第１四半期連結会計期間末に

おける当該資産は、「建物及び構築物（純額）」 百万円、「土地」 百万円、「その他（純額）」 百万円であ

ります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報

4

94 109 0
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,753 6,017

受取手形及び売掛金 15,669 15,442

営業貸付金 896 1,010

商品 4,051 2,270

その他 2,406 2,532

貸倒引当金 △546 △583

流動資産合計 26,231 26,690

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,463 5,553

土地 4,659 4,659

その他（純額） 406 402

有形固定資産合計 10,529 10,615

無形固定資産   

のれん 791 －

その他 119 111

無形固定資産合計 911 111

投資その他の資産   

その他 2,429 2,433

貸倒引当金 △128 △142

投資その他の資産合計 2,301 2,291

固定資産合計 13,742 13,018

資産合計 39,974 39,708

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,615 3,221

短期借入金 4,100 2,700

未払金 2,520 2,763

未払法人税等 520 400

賞与引当金 84 144

その他の引当金 126 144

その他 1,629 1,715

流動負債合計 11,597 11,089

固定負債   

長期借入金 5,700 6,600

退職給付引当金 418 413

その他の引当金 255 268

その他 557 574

固定負債合計 6,931 7,856

負債合計 18,528 18,945
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 6,388 6,388

利益剰余金 10,408 9,717

自己株式 △697 △697

株主資本合計 21,077 20,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 305 354

繰延ヘッジ損益 △5 20

為替換算調整勘定 1 1

評価・換算差額等合計 301 376

少数株主持分 67 －

純資産合計 21,445 20,763

負債純資産合計 39,974 39,708
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（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 15,152 15,115

売上原価 8,361 8,367

売上総利益 6,791 6,747

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 889 894

広告宣伝費 3,045 2,692

貸倒引当金繰入額 45 2

給料及び手当 474 545

賞与引当金繰入額 60 75

退職給付費用 27 10

その他 1,126 1,156

販売費及び一般管理費合計 5,667 5,378

営業利益 1,123 1,369

営業外収益   

受取利息 3 8

不動産賃貸料 20 20

為替差益 2 6

その他 60 49

営業外収益合計 87 85

営業外費用   

支払利息 17 15

不動産賃貸費用 － 4

その他 1 1

営業外費用合計 18 21

経常利益 1,192 1,433

特別利益   

償却債権取立益 1 1

賞与引当金戻入額 59 －

その他 0 0

特別利益合計 61 2

特別損失   

固定資産除却損 13 2

減損損失 － 14

その他 1 2

特別損失合計 15 19

税金等調整前四半期純利益 1,238 1,416

法人税、住民税及び事業税 8 512

法人税等調整額 89 66

法人税等合計 98 579

少数株主損益調整前四半期純利益 － 837

少数株主利益 － 10

四半期純利益 1,139 827
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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利益 1,238 1,416

減価償却費 89 147

減損損失 － 14

のれん償却額 － 41

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 △56

賞与引当金の増減額（△は減少） △192 △65

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 4

その他の引当金の増減額（△は減少） △18 △30

受取利息及び受取配当金 △18 △24

資金原価及び支払利息 45 40

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 0 －

固定資産除売却損益（△は益） 14 2

営業債権の増減額（△は増加） 1,269 445

たな卸資産の増減額（△は増加） 52 △659

その他の流動資産の増減額（△は増加） 432 227

仕入債務の増減額（△は減少） △372 25

未払債務の増減額（△は減少） － △1,320

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,487 △165

その他 △9 △56

小計 999 △13

利息及び配当金の受取額 19 24

利息の支払額 △37 △36

法人税等の支払額 △10 △461

営業活動によるキャッシュ・フロー 970 △486

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 △14 △242

有形固定資産の売却による収入 2 60

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 8 11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △864

その他 △8 59

投資活動によるキャッシュ・フロー △12 △977

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） － 529

短期借入金の返済による支出 △500 －

長期借入金の返済による支出 － △1,192

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △135 △135

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △636 △799

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 323 △2,263

現金及び現金同等物の期首残高 6,151 6,017

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,475 3,753
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の職種別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）        （単位：百万円） 

 （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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。  

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、「課」を構成する、より細分化された「ユニット」・「チーム」を 小単位とした小集団独立採算型組

織を編成しており、さまざまな課題をタイムリーに先取りし、機動力とスピードをもって事業活動を展開しており

ます。 

 したがいまして、当社は、「ユニット」・「チーム」を基礎としたカタログ商材・業務別のセグメントから構成

されており、以下の５グループを報告セグメントとしております。     

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
通信販売 

事業 

ソリューシ

ョン事業
金融事業 計   

消去又は 

全社 
 連結 

売上高    

（１）外部顧客に対する売上高  

（２）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 

  

 

13,270

0

   

  

 

1,504

41

    

  

- 

377

 

 

  

 

15,152

41

 

- 

  

 (41)

  

- 

15,152

 計    13,270  1,546  377  15,193  (41) 15,152

 営業利益  831  77    132  1,041  81 1,123

 通販アパレル事業 
 カタログ及びインターネットを媒体とする通信販売業 

 （主にアパレル商材） 

 通販インナー事業 
 カタログ及びインターネットを媒体とする通信販売業 

 （主にインナー商材） 

 通販非アパレル事業 
 カタログ及びインターネットを媒体とする通信販売事業 

  （主に雑貨・服飾雑貨・コスメ関連等の非アパレル商材）  

 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 

 金融事業  割賦債権買取業 
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）        （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△179百万円には、セグメント間取引消去△163百万円及び投資不動産の調 

    整額△16百万円が含まれております。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

 当第１四半期連結会計期間において、東京支店の移転に関する意思決定を行った資産グループについて、減損損

失を計上いたしました。当該事象に伴う報告セグメントに係る影響額は以下のとおりです。 

 なお、「通販アパレル事業」「通販インナー事業」「通販非アパレル事業」に係る減損損失は、全社に計上して

おります。  

                                     （単位：百万円） 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

 「通販非アパレル事業」において、当第１四半期連結会計期間に株式会社イノベートの株式８７．７％を取得

し、当社の連結子会社となったことから、のれん 百万円を計上いたしました。なお、のれんの第１四半期連結会

計期間償却額、第１四半期連結会計期間末残高に関しましては、以下のとおりです。              

                                     （単位：百万円） 

   

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報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20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

 報告セグメント    

調整額

（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額 

(注) ２ 
通販アパ

レル事業 

通販イン

ナー事業

通販非 

アパレル

事業 

ソリュー

ション 

事業  

金融事業 計  

売上高    

 外部顧客への売上高  

 セグメント間の内部売

 上高又は振替高 

  

 

 

 

6,868

－

 

 

2,193

－  

4,367

0  

1,452

41

 

 

232

0

 

 

 

 

15,115

42

 

 

 

 

－

(42)

 

 

15,115

－

計    6,868  2,193  4,367  1,494  232  15,157  (42) 15,115

セグメント利益  703  282  393  84    149  1,613  (179) 1,433

  
通販アパ

レル事業

通販イン

ナー事業

通販非 

アパレル

事業 

ソリュー

ション 

事業  

金融事業
全社・ 

消去 
合計 

減損損失  －  －  －  2    0  12 14

832

  
通販アパ

レル事業

通販イン

ナー事業

通販非 

アパレル

事業 

ソリュー

ション 

事業  

金融事業
全社・ 

消去 
合計 

第１四半期連結会計期間償却額  －  －  41  －  －  －  41

第１四半期連結会計期間末残高  －  －  791  －    －  － 791

（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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 平成22年６月24日開催の取締役会において、新株式発行に関する決議を行い、平成22年７月12日に払込が完了

しました。その概要は以下のとおりです。 

  

公募による新株式発行（一般募集） 

① 募集株式数   普通株式 5,000,000株 

② 発行価額      １株につき  290.05円 

③ 発行価額の総額       1,450,250,000円 

④ 増加する資本金の額     725,125,000円 

⑤ 増加する資本準備金の額 725,125,000円  

⑥ 払込期日            平成22年７月12日 

  

  平成22年６月24日開催の取締役会において、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）及び

第三者割当による新株式発行に関する決議を行い、平成22年７月28日に払込が完了しました。その概要は以下の

とおりです。 

  

当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

① 売出株式数     普通株式 750,000株 

② 売出価格      １株につき  306円 

③ 売出価格の総額      229,500,000円 

④ 受渡期日       平成22年７月13日 

  

第三者割当による新株式発行 

① 発行株式数   普通株式   750,000株 

② 発行価額     １株につき  290.05円 

③ 発行価額の総額        217,537,500円 

④ 増加する資本金の額     108,768,750円 

⑤ 増加する資本準備金の額 108,768,750円  

⑥ 払込期日            平成22年７月28日 

  

今回の新株式発行により、当社の資本金が、833,893,750円、資本準備金が833,893,750円増加しています。  

  

 資金の使途について 

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取額については、1,200百万円を平成22年７月末日に返済期限を迎

える短期借入金の返済に充当し、残額を当社の仕入資金等の運転資金に充当する予定であります。当該借入金

は、平成22年４月23日付けで当社が株式会社イノベートを当社の連結子会社とした後に、同社の債務返済のため

の貸付金として、当社が銀行借入を行ったものであります。 

運転資金は平成22年度中に支出する予定であります。 

（７）重要な後発事象に関する注記
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