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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 7,276 △19.9 322 △20.4 271 △23.9 237 △35.9
22年2月期第2四半期 9,084 ― 404 ― 356 ― 370 ―

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 17.21 ―
22年2月期第2四半期 26.87 ―

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 12,847 5,452 42.2 392.85
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2四半期  5,420百万円 22年2月期  5,186百万円

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 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想） ― 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、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 14,000 △21.8 600 △39.2 500 △43.7 350 △73.4 25.36



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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当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 「連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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  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2Q  721,448株 22年2月期  721,378株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  13,798,582株 22年2月期2Q 13,798,632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におけるわが国経済は、主に新興国向けの輸出の増勢を背景に企業収益の改善傾向が

継続し、全体としては景気回復基調で推移しましたが、欧州諸国の財政不安や景気下振れ懸念に端を発した株価下

落や円高傾向などの不安材料から先行き不透明な状況が続いております。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２四半期連結累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、また、平成22

年４月以降の衣料品系カタログの受注が伸び悩んだことなどから、連結売上高は、72億７千６百万円（前年同期比

19.9％減）となりました。 

  利益面につきましては、売上高が計画を下回ったものの、衣料品系カタログにおける販売促進経費の削減や変動

費効率の向上を図り経費全体の効率改善に努めたことなどにより、営業利益３億２千２百万円（前年同期比20.4％

減）、経常利益２億７千１百万円（同23.9％減）、四半期純利益２億３千７百万円（同35.9％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共に、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

費効率の改善を図ると同時に、出荷等に係る変動費効率の向上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

グにおいては、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たこ

と、また、夏カタログ発刊による春夏カタログへの需要喚起効果も想定を下回ることとなり、全体としては計画を

下回る70億４千９百万円（前年同期比20.5％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４億４千３百万円（同25.8％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９千１百万円（前年同期比

4.1％減）、営業利益は６千万円（同1.5％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１億３千

５百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益は２千５百万円（同42.8％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①資産、負債、純資産の状況 

   当第２四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６億６千５百万円減少し、128億

４千７百万円となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金並びにたな卸資産の減少によるも

のであります。 

   負債は、前連結会計年度末に比べて８億９千８百万円減少し、73億９千４百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金、短期借入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２億３千２百万円増加し、54億５千２百万円となりました。これは主

に、利益剰余金の増加によるものであります。  

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キャッシュ・フローの状況 

   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の残高は、前連結会計年度末に比べて１億８千３百

万円減少し、２億５百万円となりました。 

  （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２億５千万円（前年同期は４億３千２百万円の使用）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益が２億７千２百万円となったこと、また、売上債権が１億５千８百万円、たな卸

資産が１億９千万円それぞれ減少した反面、仕入債務が４億８千２百万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１千３百万円（前年同期比82.3％減）となりました。これは主に、差入保証金

の回収による収入９千２百万円及び敷金の回収による収入１千６百万円があった反面、有形固定資産の取得によ

る支出６千９百万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。   

  （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４億１千９百万円（前年同期は１千８百万円の獲得）となりました。これは主

に、長期借入による収入４億円があった反面、短期借入金の純減少額５億６百万円及び長期借入金の返済による

支出２億９千５百万円があったこと等を反映したものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   今後の見通しにつきましては、円高の影響も加わって輸出が減速する兆しも見られるなかで本格的な景気回復

にはなお時間を要するものと思われます。個人消費につきましても、先行きの不透明感から消費マインドが大き

く改善することは期待できず、引き続き厳しい経営環境が続くものと思われます 

   通期の見通しにつきましては、平成22年９月29日に発表いたしました通り、第２四半期実績及び 近の業績動

向を踏まえまして、売上高は当初（平成22年２月期決算発表時）より25億円減少の140億円と予想しております。 

   利益面におきましては、主に衣料品系カタログの採算が当初計画に比して悪化する見通しであることから、営

業利益６億円、経常利益５億円、当期純利益３億５千万円をそれぞれ見込んでおります。 

  

（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 

  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 四半期連結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。  

  

（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：千円）

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 205,874 389,104

受取手形及び売掛金 1,586,064 1,744,642

たな卸資産 1,890,075 2,080,927

前払費用 337,985 319,275

その他 497,498 564,721

貸倒引当金 △192,664 △191,195

流動資産合計 4,324,834 4,907,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,534,628 1,558,895

土地 5,757,745 5,757,745

その他（純額） 99,801 124,658

有形固定資産合計 7,392,175 7,441,299

無形固定資産 235,848 253,352

投資その他の資産   

その他 894,520 911,403

貸倒引当金 － △302

投資その他の資産合計 894,520 911,101

固定資産合計 8,522,545 8,605,753

資産合計 12,847,379 13,513,228

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,293,431 1,776,262

短期借入金 2,905,000 3,411,355

1年内返済予定の長期借入金 489,400 465,200

1年内償還予定の社債 36,000 36,000

未払金 695,310 574,947

未払法人税等 93,605 159,409

返品調整引当金 83,048 89,433

ポイント引当金 173,697 183,726

その他 193,851 226,784

流動負債合計 5,963,344 6,923,118

固定負債   

社債 108,000 126,000

長期借入金 908,800 828,500

退職給付引当金 185,722 165,708

その他 229,030 250,012

固定負債合計 1,431,552 1,370,220

負債合計 7,394,896 8,293,339
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（単位：千円）

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 4,299,220 4,299,220

資本剰余金 4,263,390 4,263,390

利益剰余金 △2,754,056 △2,991,559

自己株式 △325,537 △325,520

株主資本合計 5,483,016 5,245,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,192 △59,343

評価・換算差額等合計 △62,192 △59,343

新株予約権 31,659 33,702

純資産合計 5,452,482 5,219,889

負債純資産合計 12,847,379 13,513,228
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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：千円）

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 9,084,770 7,276,345

売上原価 3,636,115 2,914,372

売上総利益 5,448,655 4,361,973

返品調整引当金戻入額 160,306 89,433

返品調整引当金繰入額 108,443 83,048

差引売上総利益 5,500,518 4,368,358

販売費及び一般管理費   

販売促進費 2,326,473 1,773,348

荷造運搬費 461,722 350,522

貸倒引当金繰入額 71,431 94,137

給料及び賞与 700,427 615,899

退職給付費用 21,189 31,150

減価償却費 53,482 64,077

その他 1,461,051 1,116,983

販売費及び一般管理費合計 5,095,777 4,046,121

営業利益 404,741 322,237

営業外収益   

受取利息 485 3,161

受取配当金 673 695

仕入割引 14,171 8,286

保険解約返戻金 15,575 －

その他 13,769 2,482

営業外収益合計 44,675 14,625

営業外費用   

支払利息 78,235 62,575

為替差損 9,376 398

その他 4,977 2,401

営業外費用合計 92,589 65,376

経常利益 356,826 271,486

特別利益   

投資有価証券売却益 100,000 －

新株予約権戻入益 － 2,043

債務免除益 197,520 －

特別利益合計 297,520 2,043

特別損失   

固定資産除却損 16,251 580

投資有価証券評価損 1,522 477

特別損失合計 17,773 1,057

税金等調整前四半期純利益 636,572 272,472

法人税、住民税及び事業税 216,493 76,706

法人税等調整額 49,283 △41,737

法人税等合計 265,776 34,969

四半期純利益 370,796 237,503
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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 636,572 272,472

減価償却費 72,437 82,045

返品調整引当金の増減額（△は減少） △51,863 △6,385

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,088 △10,029

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △400,561 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,766 1,167

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,708 20,013

受取利息及び受取配当金 △1,158 △3,856

支払利息 78,235 62,575

為替差損益（△は益） 17 －

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

有形固定資産除却損 － 580

売上債権の増減額（△は増加） 638,567 158,577

たな卸資産の増減額（△は増加） 345,730 190,851

前渡金の増減額（△は増加） △35,059 16,935

前払費用の増減額（△は増加） 74,877 △14,968

仕入債務の増減額（△は減少） △976,362 △482,831

未払金の増減額（△は減少） △211,017 146,420

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,843 △26,856

その他 107,278 53,238

小計 141,403 460,428

利息及び配当金の受取額 1,158 1,614

利息の支払額 △87,530 △66,336

法人税等の支払額 △487,874 △145,674

営業活動によるキャッシュ・フロー △432,841 250,032

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 △57,401 △69,218

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 △51,056 △21,653

投資有価証券の取得による支出 △1,200 △1,200

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 86,552 16,878

差入保証金の差入による支出 △48,800 －

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 146 146

その他 △400 △1,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,599 △13,378
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（単位：千円）

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) 

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） 260,000 △506,355

長期借入れによる収入 100,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △332,600 △295,500

社債の償還による支出 △9,000 △18,000

自己株式の取得による支出 － △16

配当金の支払額 △316 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 18,083 △419,884

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △490,374 △183,230

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 303,986 205,874
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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） 

 （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271,620千円であり、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、第１四半期連結会計期間より区分しておりま

せん。 

  

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） 

 （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206,912千円であり、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。 

  

〔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）及び当第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。 

  

〔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）及び当第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。  

（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
（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  8,867,316  95,435  122,018  9,084,770  －  9,084,770

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  8,867,316  95,435  122,018  9,084,770  －  9,084,770

営業利益  597,164  61,358  17,839  676,362 (271,620)  404,741

  
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  7,049,177  91,497  135,670  7,276,345  －  7,276,345

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  7,049,177  91,497  135,670  7,276,345  －  7,276,345

営業利益  443,254  60,415  25,480  529,149 (206,912)  322,237
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 該当事項はありません。  

   

 販売及び仕入の状況   

(1）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別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。 

(2）仕入実績 

 当第２四半期連結累計期間における仕入実績を事業の種類別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

４．補足情報

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

通信販売事業（千円）  7,049,177  △20.5

不動産賃貸事業（千円）  91,497  △4.1

その他の事業（千円）  135,670  11.2

合計（千円）  7,276,345  △19.9

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

通信販売事業（千円）  2,687,505  △17.6

不動産賃貸事業（千円）  －  －

その他の事業（千円）  63,411  △21.8

合計（千円）  2,750,917  △17.7
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