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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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2四半期 22,048 △7.1 109 △88.5 187 △81.1 67 △81.0

22年2月期第2四半期 23,745 ― 953 ― 995 ― 353 ―

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2四半期 6.82 ―

22年2月期第2四半期 35.88 35.77

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2四半期 40,769 25,452 62.4 2,579.93
22年2月期 42,892 25,773 60.1 2,612.43

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  25,446百万円 22年2月期  25,767百万円

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  
 

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2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 30.00 30.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 47,105 △3.8 728 △58.1 879 △51.4 410 △52.9 41.61



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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ますが、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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、
当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向の他、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績
予想に関しては【添付資料】P.３ 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参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３ 2.その他の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2Q 10,043,500株 22年2月期  10,043,500株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  180,234株 22年2月期  180,179株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  9,863,301株 22年2月期2Q  9,863,070株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日～平成22年８月31日）におけるわが国の経済は、期首において、

アジア圏の好調な需要により、景気の回復を牽引してきた電機や自動車関連の「製造業」が、当連結累計期間の半

ばより中国の成長鈍化、円高の進行、欧米の景気減速、加えて国内でも政策効果の縮小による影響により回復基調

から一転し、失速しました。 

一方、内需については、エコカー減税・補助金や家電エコポイント制度など政策頼みによる特需の面が強く、

梅雨明け後の連日の猛暑により一部季節商材では猛暑効果による需要増がみられたものの、消費マインドの改善は

鈍く、価格競争も一段と激化しデフレが長期化するなかで流通業の環境は依然として厳しい状況が続いています。

さらに、雇用問題や所得低迷が長期化し、子ども手当の満額支給取り止めや消費税率の引上げ方針等の政策の

不透明感も生活防衛意識の高まりと家計の引締め感に影響を与え、消費回復にマイナス影響を及ぼしています。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、当期より新中期経営計画をスタートし、「顧客との長期的

な関係構築」を 重要課題に掲げ、「1000万人で未来を変えるプロジェクト」、新事業モデル「しあわせ生活プロ

グラム」、「コレクション事業モデルの強化」等の提供価値の進化・革新に繋がる取組みを始動しております。 

前期より顧客との長期的な関係性強化の一環としてスタートした「20回以上の長期お届け型商品」は、第１四半

期末までの26商品に加え、新たな商品を追加し合計31商品となり、８月末現在で11万口を超える受注を獲得してお

ります。また、今期より投入した６ヶ月あるいは12ヶ月のお届けで完成する回数予約型の「しあわせ予約コレクシ

ョン」は、８月末現在で約６万口の受注を獲得しております。同じく、衣料品アイテムにおいても「スタイリング

おまかせ予約」カタログにより６ヶ月あるいは12ヶ月間のコーディネートをお届けする長期予約型商品は、８月末

現在で約1.3万口の受注を獲得しております。これら長期予約・お届け型商品の拡大は休止顧客数の減少に繋が

り、顧客継続率において前年同期に比べて改善されております。 

顧客数に関しては、ダイレクトメールについては効果的な配布を行うことで、前年同期に比べて獲得件数は上回

りました。しかしながら、書店・コンビニエンスストアからの獲得件数は前年同期を下回っており、顧客獲得数は

前年同期に比べて減少しました。前述した長期予約・お届け型商品の拡大により長期的な継続顧客数は増加しまし

たが、新規顧客並びに休眠顧客の獲得が予定を下回ったことで、延べ購入顧客数は減少しました。 

また、新中期経営計画の重要な課題と位置づけた「Web・モバイルの積極的な活用」については、参画型コンテ

ンツの充実や、モバイルへの誘導を目的とした販売促進を行った結果、Web・モバイルからの受注率は平成22年８

月末現在で54.4％（前年同月比2.6ポイント増）となりました。 

顧客の購入単価については、衣料品の購入顧客の拡大を目的とした「ファッションキャンペーン」等の単価向上

策を実施しましたが、前述した顧客の買い控え、低価格商品へのシフトにより商品単価が低下したことで、一人当

たりの購入単価は前年同期比で低下しました。 

これらの活動の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、22,048百万円（前年同期比

7.1％減）となりました。ファッションキャンペーン等による値引が前年同期より多かったことで、売上原価率が

上昇し、返品調整引当金繰入額及び戻入額調整後の売上総利益は11,543百万円（前年同期比8.3％減）となりまし

た。 

売上高を品目別にみますと、服飾・服飾雑貨分野では、今後の成長市場と位置づけた40代の女性向けファッショ

ンカタログ『andMyera（アンドマイラ）』は引き続き好調を維持しており前年同期に比べて売上高を伸ばしました

が、全体では婦人衣料品・こども衣料品・身の回り品等の売上げが減少いたしました。生活関連分野においては、

長期予約・お届け型商品の受注が好調だったことと、環境配慮型生活用品を扱った『ecolor（エコラ）』が売上高

を伸ばしたことで、生活関連全体では、前年同期を上回りました。 

販売費及び一般管理費につきましては、広告費と配送関連費用は前年同期より減少しましたが、情報システムの

入替えや新規稼動に伴う設備費は増加いたしました。その結果、販売費及び一般管理費は11,433百万円（前年同期

比1.8％減）となりました。しかしながら、売上高の減少の影響により営業利益は109百万円（前年同期比88.5％

減）となり、経常利益は187百万円（前年同期比81.1％減）となりました。税金等調整前四半期純利益は167百万円

（前年同期比76.1％減）、四半期純利益は67百万円（前年同期比81.0％減）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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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金、売掛金及び有価証券の減少等により、前連結

会計年度末に比べて2,122百万円減少し、40,769百万円となりました。負債は、支払信託の減少等により、前連結

会計年度末に比べて1,802百万円減少し、15,316百万円となりました。純資産は、配当金の支払いによる利益剰余

金の減少等により前連結会計年度末に比べて320百万円減少し、25,452百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて1,553百万円減少し、12,698百万円となりました。 

営業活動の結果減少した資金は94百万円（前年同期は154百万円の増加）となりました。これは主に売上債権の

減少862百万円及び減価償却費の計上768百万円に対し、仕入債務及び未払金の減少がそれぞれ1,416百万円及び299

百万円あったことによるものであります。 

投資活動の結果減少した資金は1,118百万円（前年同期は1,195百万円の減少）となりました。これは主に基幹シ

ステムへの投資を実施したこと等により固定資産の取得による支出が1,056百万円となったことによるものであり

ます。 

財務活動の結果減少した資金は306百万円（前年同期は312百万円の減少）となりました。これは主に配当金の支

払による支出294百万円があったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点におきましても、景気の回復は減速しており、今後も経営環境はしばらく厳しい状況が続くものと考えら

れます。 

こうした中で当社グループは、引き続き顧客との関係性強化のための長期予約型お届け商品の開発と販売の強化

等、顧客数の拡大・単価の向上のための活動を行ってまいります。 

さらに、新事業モデル「しあわせ生活プログラム」の実験案内を始めており、その結果を検証した上で、本格的

な開発・導入時期を検討しております。また、新事業の開発のための事業部をあらたに設置し、成長事業の育成を

推進してまいります。 

これらの活動により、売上げ及び利益の維持拡大を計画しておりますが、当第２四半期連結累計期間の業績の状

況ならびに現在進行中の受注の状況などを勘案した上で、通期の連結業績予想につきましては、平成22年10月４日

に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」でご報告いたしました通り、平成22年７月６日に公表し

ました予想を修正し、売上高は47,105百万円、営業利益は728百万円、経常利益は879百万円、当期純利益は410百

万円を予想しております。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 １.簡便な会計処理  

  ① 棚卸資産の評価方法 

 当第２四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、前連結会計年度末の実地棚

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 繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じてお

らず、かつ、一時差異等の発生状況について前事業年度末から大幅な変動がないと認められる場合には、前

連結会計年度末において採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。 

 ２.特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 10,528 11,271

売掛金 4,155 5,019

有価証券 1,501 2,401

信託受益権 2,215 2,080

商品 4,584 4,530

貯蔵品 198 188

その他 1,050 972

貸倒引当金 △60 △65

流動資産合計 24,173 26,398

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,827 2,962

土地 4,244 4,259

その他（純額） 1,038 1,227

有形固定資産合計 8,109 8,449

無形固定資産 4,036 3,581

投資その他の資産   

投資有価証券 3,155 3,155

その他 1,352 1,365

貸倒引当金 △58 △58

投資その他の資産合計 4,449 4,462

固定資産合計 16,595 16,493

資産合計 40,769 42,892

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,055 2,078

支払信託 7,822 9,230

未払法人税等 150 240

販売促進引当金 349 363

その他の引当金 452 364

その他 2,143 2,560

流動負債合計 12,972 14,838

固定負債   

退職給付引当金 2,016 1,953

その他 327 327

固定負債合計 2,344 2,281

負債合計 15,316 17,119
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 1,868 1,868

資本剰余金 4,842 4,842

利益剰余金 19,628 19,856

自己株式 △385 △385

株主資本合計 25,953 26,182

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 12

繰延ヘッジ損益 △24 △4

為替換算調整勘定 △492 △423

評価・換算差額等合計 △507 △415

新株予約権 6 6

純資産合計 25,452 25,773

負債純資産合計 40,769 42,892
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 23,745 22,048

売上原価 11,162 10,478

売上総利益 12,583 11,569

返品調整引当金戻入額 183 185

返品調整引当金繰入額 173 211

差引売上総利益 12,594 11,543

販売費及び一般管理費 11,640 11,433

営業利益 953 109

営業外収益   

受取利息 35 19

受取補償金 12 31

その他 41 45

営業外収益合計 90 96

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 45 16

その他 1 1

営業外費用合計 47 18

経常利益 995 187

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 25 20

たな卸資産評価損 271 －

特別損失合計 297 20

税金等調整前四半期純利益 698 167

法人税、住民税及び事業税 414 132

法人税等調整額 △69 △31

法人税等合計 345 100

四半期純利益 353 67
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８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 698 167

減価償却費 566 768

引当金の増減額（△は減少） 19 131

受取利息及び受取配当金 △35 △19

売上債権の増減額（△は増加） 1,262 862

たな卸資産の増減額（△は増加） 328 △66

仕入債務の増減額（△は減少） △1,482 △1,416

未払金の増減額（△は減少） △468 △299

その他 △43 △27

小計 845 100

利息及び配当金の受取額 36 25

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △727 △220

営業活動によるキャッシュ・フロー 154 △94

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 750 －

有価証券の償還による収入 750 750

有形固定資産の取得による支出 △225 △34

無形固定資産の取得による支出 △962 △1,022

投資有価証券の取得による支出 △1,515 △762

その他 8 △48

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,195 △1,118

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17 △11

配当金の支払額 △295 △294

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △312 △306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,367 △1,553

現金及び現金同等物の期首残高 15,423 14,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,056 12,698
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 該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 当社グループは、服飾・服飾雑貨及び生活関連商品を中心とした通信販売事業を単一で行っているため、事 

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 当社グループは、服飾・服飾雑貨及び生活関連商品を中心とした通信販売事業を単一で行っているため、事 

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、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 

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、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 

める割合がいずれも90％超であるため、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２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。 

  

 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

（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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仕入及び販売の状況 

（１）商品仕入実績 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）販売実績 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

品 目 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日 
至 平成22年８月31日) 

金額 (百万円) 構成比 (%) 金額 (百万円) 構成比 (%)

服飾・服飾雑貨  8,046  72.0  7,226  68.6

生活関連  2,738  24.5  2,898  27.5

その他  397  3.5  409  3.9

合計  11,182  100.0  10,534  100.0

品 目 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日 
至 平成22年８月31日) 

金額 (百万円) 構成比 (%) 金額 (百万円) 構成比 (%)

服飾・服飾雑貨  17,489  73.7  15,533  70.5

生活関連  5,702  24.0  6,048  27.4

その他  554  2.3  466  2.1

合計  23,745  100.0  22,048  100.0
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