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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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3四半期 10,955 △24.2 557 △35.7 484 △39.3 389 △44.5
22年2月期第3四半期 14,447 ― 866 ― 798 ― 702 ―

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3四半期 28.25 ―
22年2月期第3四半期 50.93 ―

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3四半期 12,068 5,601 46.2 403.65
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3四半期  5,569百万円 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
基づく四半期連結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 
  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】 ３ページ「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3Q  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3Q  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3Q  13,798,573株 22年2月期3Q 13,798,631株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四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米国経済の減速懸念による円高の進

行や株価低迷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・所得環境に顕著な改善が見られないなか、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３四半期連結累計期間の業績につきましては、衣料品系カタログにおいて採算性を重視してカタログ送付部

数を絞り込んだ展開を行っていること、また、天候不順により秋冬シーズンカタログの立ち上がりが弱含みで推移

したことなどから、連結売上高は、109億５千５百万円（前年同期比24.2％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

率改善に努めたものの、売上高が若干計画を下回ったことなどにより、営業利益５億５千７百万円（前年同期比

35.7％減）、経常利益４億８千４百万円（同39.3％減）、四半期純利益３億８千９百万円（同44.5％減）となりま

した。   

 セグメント別の概況  

 （通信販売事業） 

  衣料品系カタログについては、平成22年の秋冬シーズンから「イマージュ」カタログの姉妹媒体であった「イマ

ージュ ルージュ」カタログを休刊し「イマージュ」カタログに集約するとともに、引き続き、経費効率の悪い顧

客層へのカタログ発送を抑え、インターネットチャネル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等を進めてまいりました。 

  通信販売事業の売上高は、衣料品系カタログにおいて、平成22年８月及び10月に発刊した秋冬シーズンカタログ

の受注が、厳しい残暑の影響もあって弱含みで推移したこと、また、化粧品事業についても、僅かながら計画を下

回る水準となったことなどから、全体としては計画を下回る106億６千１百万円（前年同期比24.4％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反面、衣料品系カタログにおいては、

売上高が計画を下回る水準にとどまったことで採算性が低下したことから、営業利益は７億８千万円（同29.3％

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１億３千６百万円（前年同期

比3.9％減）、営業利益は８千９百万円（同1.7％減）となりました。 

 （その他の事業） 

  衣料品の卸売事業等の「その他の事業」の売上高は１億５千７百万円（前年同期比23.9％減）、営業利益は２千

７百万円（同16.5％減）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３四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14億４千４百万円減少し、120億

６千８百万円となりました。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18億２千５百万円減少し、64億６千７百万円となりました。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３億８千１百万円増加し、56億１百万円となりました。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３四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２億６千万円

減少し、１億２千８百万円となりました。 

  （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11億４千９百万円（前年同期比66.2％増）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益が４億８千５百万円となったこと、また、売上債権が２億６千６百万円、たな卸資産が５億

７千５百万円それぞれ減少した反面、仕入債務が２億１千８百万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３千３百万円（前年同期比70.3％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９千７百万円及び敷金の回収による収入１千７百万円があった反面、有形固定資産の取得によ

る支出８千９百万円、無形固定資産の取得による支出２千６百万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13億７千６百万円（前年同期比121.8％増）となりました。これは主に、長期

借入による収入６億円及び社債の発行による収入１億９千４百万円があった反面、短期借入金の純減少額17億２

千１百万円及び長期借入金の返済による支出４億３千万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、円高の影響等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。 

   通期の連結業績につきましては、平成22年10月７日に発表いたしました業績予想を変更しておりません。 

  

（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 たな卸資産の評価方法  

   実地棚卸は行わず、第２四半期連結会計期間末の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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 128,184 389,104

受取手形及び売掛金 1,477,928 1,744,642

たな卸資産 1,505,877 2,080,927

前払費用 197,643 319,275

その他 453,557 564,721

貸倒引当金 △164,709 △191,195

流動資産合計 3,598,483 4,907,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,505,452 1,558,895

土地 5,757,745 5,757,745

その他（純額） 92,183 124,658

有形固定資産合計 7,355,381 7,441,299

無形固定資産 231,740 253,352

投資その他の資産   

その他 883,092 911,403

貸倒引当金 － △302

投資その他の資産合計 883,092 911,101

固定資産合計 8,470,215 8,605,753

資産合計 12,068,698 13,513,228

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,557,770 1,776,262

短期借入金 1,690,000 3,411,355

1年内返済予定の長期借入金 530,200 465,200

1年内償還予定の社債 136,000 36,000

未払金 446,631 574,947

未払法人税等 46,340 159,409

返品調整引当金 73,906 89,433

ポイント引当金 178,377 183,726

その他 259,394 226,784

流動負債合計 4,918,620 6,923,118

固定負債   

社債 208,000 126,000

長期借入金 932,600 828,500

退職給付引当金 177,716 165,708

その他 230,436 250,012

固定負債合計 1,548,753 1,370,220

負債合計 6,467,373 8,293,339
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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 △2,601,783 △2,991,559

自己株式 △325,537 △325,520

株主資本合計 5,635,289 5,245,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65,440 △59,343

評価・換算差額等合計 △65,440 △59,343

新株予約権 31,476 33,702

純資産合計 5,601,325 5,219,889

負債純資産合計 12,068,698 13,513,228
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 14,447,412 10,955,383

売上原価 5,855,248 4,304,465

売上総利益 8,592,163 6,650,918

返品調整引当金戻入額 160,306 89,433

返品調整引当金繰入額 114,519 73,906

差引売上総利益 8,637,950 6,666,445

販売費及び一般管理費   

販売促進費 3,615,250 2,778,003

荷造運搬費 765,019 510,661

貸倒引当金繰入額 105,299 114,950

給料及び賞与 1,051,393 914,131

退職給付費用 21,723 30,235

減価償却費 80,147 96,510

その他 2,132,816 1,664,777

販売費及び一般管理費合計 7,771,651 6,109,270

営業利益 866,299 557,175

営業外収益   

受取利息 886 3,650

受取配当金 673 695

仕入割引 27,816 15,351

保険解約返戻金 15,575 －

その他 15,539 5,764

営業外収益合計 60,490 25,462

営業外費用   

支払利息 118,698 90,655

為替差損 4,993 125

その他 4,977 7,765

営業外費用合計 128,668 98,546

経常利益 798,121 484,090

特別利益   

投資有価証券売却益 100,000 －

新株予約権戻入益 1,952 2,226

債務免除益 197,520 －

特別利益合計 299,472 2,226

特別損失   

固定資産除却損 16,251 721

投資有価証券評価損 1,522 477

特別損失合計 17,773 1,198

税金等調整前四半期純利益 1,079,819 485,117

法人税、住民税及び事業税 303,324 107,084

法人税等調整額 73,794 △11,743

法人税等合計 377,119 95,341

四半期純利益 702,700 389,776
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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 1,079,819 485,117

減価償却費 108,474 123,462

返品調整引当金の増減額（△は減少） △45,787 △15,527

ポイント引当金の増減額（△は減少） 17,742 △5,349

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △444,182 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,556 △26,788

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,575 12,008

受取利息及び受取配当金 △1,559 △4,346

支払利息 118,698 90,655

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 － 721

売上債権の増減額（△は増加） 657,420 266,713

たな卸資産の増減額（△は増加） 830,227 575,049

前渡金の増減額（△は増加） △12,475 23,412

前払費用の増減額（△は増加） 385,844 123,545

仕入債務の増減額（△は減少） △719,195 △218,492

未払金の増減額（△は減少） △406,187 △83,070

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,362 △9,746

その他 123,137 131,550

小計 1,586,172 1,469,393

利息及び配当金の受取額 1,559 1,818

利息の支払額 △132,538 △91,975

法人税等の支払額 △763,597 △229,819

営業活動によるキャッシュ・フロー 691,595 1,149,416

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 △89,018

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 △56,064 △26,640

投資有価証券の取得による支出 △1,800 △1,800

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 △29,657

敷金の回収による収入 102,492 17,028

差入保証金の差入による支出 △98,800 －

差入保証金の回収による収入 2,921 97,500

貸付金の回収による収入 179 179

その他 △400 △1,350
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,334 △33,651

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） △213,644 △1,721,355

長期借入れによる収入 100,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △497,800 △430,900

リース債務の返済による支出 － △805

社債の発行による収入 － 194,405

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 △1 △16

配当金の支払額 △331 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △620,778 △1,376,684

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） △42,534 △260,919

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 751,826 128,184
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 該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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361,200千円であり、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３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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340,387千円であり、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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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  14,098,133  141,952  207,326  14,447,412  －  14,447,412

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  14,098,133  141,952  207,326  14,447,412  －  14,447,412

営業利益  1,103,406  91,206  32,887  1,227,499 (361,200)  866,299

  
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  10,661,218  136,377  157,787  10,955,383  －  10,955,383

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  10,661,218  136,377  157,787  10,955,383  －  10,955,383

営業利益  780,444  89,651  27,466  897,562 (340,387)  557,175

〔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。 

  

 販売及び仕入の状況   

（１）販売実績 

 当第３四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）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３四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）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３四半期連結累計期間
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

前年同期比（％） 

通信販売事業（千円）  10,661,218  △24.4

不動産賃貸事業（千円）  136,377  △3.9

その他の事業（千円）  157,787  △23.9

合計（千円）  10,955,383  △24.2

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

前年同期比（％） 

通信販売事業（千円）  3,695,937  △25.8

不動産賃貸事業（千円）  －  －

その他の事業（千円）  69,781  △38.6

合計（千円）  3,765,718  △26.1
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