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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 3,912 △0.7 △3 ― 0 △98.6 △1 ―

22年3月期第2四半期 3,938 △2.8 65 △64.3 61 △68.6 35 △69.6

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2四半期 △85.28 ―

22年3月期第2四半期 1,655.28 ―

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2四半期 3,793 2,713 71.5 128,053.07
22年3月期 3,728 2,745 73.6 129,554.36

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,713百万円 22年3月期  2,745百万円

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3月期 ― 0.00 ― 1,416.00 1,416.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 1,416.00 1,416.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 9,500 16.7 172 ― 172 ― 100 ― 4,719.20



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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3月期2Q 21,190株 22年3月期  21,190株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 21,190株 22年3月期2Q 21,190株

※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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による景気刺激策等により回復傾向があるものの、為替の円

高基調はさらに高まり、雇用情勢や所得環境も依然として厳しいため、本格的な景気の回復には至らずに推移して

まいりました。 

当社が属する衣料小売業界におきましても、商品の低価格化傾向は少し緩やかになったものの、消費意欲は依然

として弱く、夏の記録的猛暑等天候不順の影響も加わったため、いまだ厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、提携ファッション誌とのコラボ企画等のコンテンツ強化およびお客様ニーズにあった人気

ブランドの新規導入を進めながら、当社独自に編集企画を行いファッション情報発信の充実を図ってまいりまし

た。また、従来のEC事業に加えて、仕入先ブランドのショッピングサイト受託事業をスタート、９月に会員制催事

を中心に運営する事業会社のアウトレットECサイト運営業務を受託して高級ブランドの取扱いを開始しました。さ

らに、PR活動として学生団体「Age Stock」に協賛したイベントへの参加や「ミスサークルコンテスト2010」の開

催を行い、若年層へのアプローチを開始しました。 

これらの施策により、総会員数は、当第２四半期累計期間中に９万７千人増加し、平成22年９月末現在122万９

千人（前年同期末比19.2％増）となりました。 

一方で出荷点数は伸びたものの、消費者の低価格志向による販売商品単価の下落を補うことができませんでし 

た。 

以上の結果、当社の当第２四半期累計期間の売上高は3,912百万円（前年同期比0.7％減）、営業損失は３百万円

（前年同期は営業利益65百万円）、経常利益は０百万円（同98.6％減）、四半期純損失は１百万円（前年同期は四

半期純利益35百万円）となりました。 

  

なお、事業部門別の実績は次のとおりです。 

  

① マガシーク事業 

当事業は、ファッション雑誌に掲載された商品や人気ファッションブランドの商品をインターネットで購入でき

るＥコマースサイト「magaseek」を運営いたしております。また、メンズファッションＥコマースサイト「mfm 

（マガシークフォーメン）」の運営も当事業に含まれており、平成22年９月末現在で680以上のブランドを取り扱 

っております。 

「magaseek」サイトでは、CanCam、with、InRed、LEE、Ray等の各提携ファッション雑誌との誌面連動通販企 

画の強化を行いながら、各ブランドの品揃えを店頭並に拡大し、幅広く商品を販売しました。企画特集としては、

ブランドの紙カタログを電子化し、サイト上でのwebカタログ掲載も充実させました。また、お客様からのニーズ

に応え、８月下旬より新たなファッションカテゴリー「URBAN（アーバン）」を創設し、ユナイテッドアローズ、

トゥモローランド、アメリカンラグ シー、アダム エ ロペ等の有名セレクトショップの取扱いを開始しました。 

「mfm」サイトでは、人気メンズファッション雑誌「Men's JOKER」との提携を継続、誌面連動のコラボ通販企 

画を継続実施しました。また、ファッション雑誌「smart」への純広告の掲載を行い、サイト認知度の向上および

新規会員の獲得を行いました。 

当第２四半期累計期間の売上高は3,073百万円（同1.1％減）となりました。 

  

② アウトレットピーク事業 

当事業は、人気ファッションブランドをインターネット上において常時アウトレット価格で販売するＥコマース

サイト「OUTLET PEAK」を運営いたしております。引き続き消費者の低価格志向に合わせたブランドを導入してお

り、平成22年９月末現在で420以上（マガシーク事業と共通な取り扱いブランドを含む）のブランドを取り扱って

おります。イベント的な施策として、人気ブランドの期間限定セール販売等を行いました。また、新たに会員制催

事を中心に運営する事業会社のアウトレットECサイト運営業務を受託して高級ブランドの取扱いを開始し、事業の

拡大を図っております。 

当第２四半期累計期間の売上高は834百万円（同1.6％増）となりました。 

  

③ その他事業 

広告事業等を行っており、当第２四半期累計期間の売上高は５百万円（同46.7％減）となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期末の総資産額は、3,793百万円となり、前事業年度末と比較して64百万円増加いたしました。主な

要因は、未収入金38百万円、未収還付法人税等98百万円、工具、器具及び備品20百万円及びソフトウエアが19百万

円減少したものの、現金及び預金169百万円及び商品81百万円が増加したことによるものであります。 

負債総額は1,079百万円となり、前事業年度末と比較して96百万円増加いたしました。主な要因は、買掛金が74

百万円増加したことによるものであります。 

純資産は2,713百万円となり、前事業年度末と比較して31百万円減少いたしました。主な要因は剰余金の配当に

より30百万円減少したことによるものであり、自己資本比率は71.5％となりました。 

    

〈キャッシュ・フローの状況〉  

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末から169百万円増加

し、当第２四半期末では1,546百万円となりました。 

  

  

当第２四半期累計期間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） 

営業活動の結果獲得した資金は232百万円となりました。これは主にたな卸資産の増加額80百万円の資金の減少

要因があったものの、減価償却費94百万円、仕入債務の増加額74百万円及び法人税等の還付額103百万円による資

金の増加要因があったことによるものであります。 

  

（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33百万円となりました。これは有形固定資産の取得12百万円及び無形固定資産の

取得20百万円による支出であります。 

  

（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29百万円となりました。これは配当金の支払いによる支出であります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成22年４月28日に公表い

たしました平成23年３月期通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成22年10月25日に公表い

たしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「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、営業損失、経常利益及び税引前四半期純損失に与える影響は軽微であります。また、当会計基準等

の適用開始による資産除去債務の変動額は５百万円であります。 

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 945,038 775,457

売掛金 826,160 818,268

有価証券 601,103 600,893

商品 454,936 373,051

貯蔵品 5,270 6,393

前払費用 22,244 18,010

繰延税金資産 48,535 50,259

未収入金 14,786 53,671

未収還付法人税等 － 98,221

その他 1,098 23,246

流動資産合計 2,919,175 2,817,474

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 29,573 26,507

工具、器具及び備品（純額） 208,330 228,493

有形固定資産合計 237,903 255,001

無形固定資産   

商標権 35,511 39,262

ソフトウエア 514,813 533,896

ソフトウエア仮勘定 1,600 243

無形固定資産合計 551,924 573,401

投資その他の資産   

長期前払費用 1,140 726

繰延税金資産 5,659 4,500

敷金 77,261 77,261

投資その他の資産合計 84,060 82,487

固定資産合計 873,889 910,891

資産合計 3,793,064 3,728,365
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 737,938 663,391

未払金 237,769 241,216

未払法人税等 4,405 －

賞与引当金 18,989 18,067

返品調整引当金 5,435 5,556

ポイント引当金 19,151 20,133

その他 41,525 27,012

流動負債合計 1,065,214 975,378

固定負債   

退職給付引当金 8,917 7,730

資産除去債務 5,487 －

固定負債合計 14,405 7,730

負債合計 1,079,620 983,108

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,156,618 1,156,618

資本剰余金 755,625 755,625

利益剰余金 801,201 833,013

株主資本合計 2,713,444 2,745,256

純資産合計 2,713,444 2,745,256

負債純資産合計 3,793,064 3,728,365
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,938,239 3,912,368

売上原価 2,904,377 2,963,238

売上総利益 1,033,861 949,130

返品調整引当金戻入額 6,389 5,556

返品調整引当金繰入額 4,937 5,435

差引売上総利益 1,035,314 949,250

販売費及び一般管理費 969,552 952,319

営業利益又は営業損失（△） 65,762 △3,068

営業外収益   

受取利息 676 263

受取手数料 2,048 －

法人税等還付加算金 － 3,229

その他 68 429

営業外収益合計 2,793 3,922

営業外費用   

倉庫移転関連費用 6,704 －

その他 174 －

営業外費用合計 6,878 －

経常利益 61,677 853

特別利益   

固定資産売却益 － 160

特別利益合計 － 160

特別損失   

固定資産売却損 － 12

固定資産除却損 41 128

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 970

特別損失合計 41 1,110

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 61,635 △97

法人税、住民税及び事業税 15,384 1,145

法人税等調整額 11,175 564

法人税等合計 26,559 1,709

四半期純利益又は四半期純損失（△） 35,075 △1,807
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

61,635 △97

減価償却費 24,036 94,227

貸倒引当金の増減額（△は減少） △156 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,972 922

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,452 △120

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,604 △982

退職給付引当金の増減額（△は減少） 994 1,187

受取利息 △676 △263

固定資産売却損益（△は益） － △147

固定資産除却損 41 128

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 970

売上債権の増減額（△は増加） 240,999 △7,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,609 △80,761

未収入金の増減額（△は増加） △3,242 38,884

仕入債務の増減額（△は減少） △148,679 74,546

未払金の増減額（△は減少） △32,011 △21,099

その他 △21,451 30,985

小計 137,223 130,489

利息の受取額 676 263

法人税等の支払額 △104,495 △1,145

法人税等の還付額 － 103,386

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,404 232,994

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 △9,868 △12,621

有形固定資産の売却による収入 － 200

無形固定資産の取得による支出 △20,029 △20,931

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,897 △33,352

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △81,420 △29,850

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,420 △29,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,913 169,791

現金及び現金同等物の期首残高 2,268,095 1,376,350

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,190,182 1,546,142
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該当事項はありません。   

  

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）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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