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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 6,316 4.8 84 △0.8 88 11.7 49 9.9
22年3月期第3四半期 6,025 △2.4 85 △75.7 79 △77.8 44 △78.7

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3四半期 2,329.60 ―
22年3月期第3四半期 2,118.95 ―

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3四半期 4,000 2,764 69.1 130,467.96
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3四半期  2,764百万円 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3Q 21,190株 22年3月期  21,190株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 21,190株 22年3月期3Q 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果により緩やかな回復傾向があるものの、雇用や所

得環境は低水準で推移しており、先行きの不透明感は依然として続いております。 

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

として弱い状態が続いております。また、10月末の一時的冷え込みによる秋冬商品の需要はありましたが、それま

で続いた記録的な残暑の影響を受けるなど厳しいものとなりました。 

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、お客様の要望が多かったギフト対応への第１弾として、当社オリジナルの「ギフトセット」の制作・販

売を開始しました。さらに、当初12月末まで実施予定だった「税込10,000円以上のご購入で送料無料」を無期限で

継続することを決定しました。コストダウンの面においては、物流業務の改善による売上原価の低減を行いまし

た。 

これらの施策により、総会員数は当第３四半期において四半期過去最高の６万７千人増加しました。また、当第

３四半期累計期間中に16万４千人増加し、平成22年12月末現在129万６千人（前年同期末比19.7％増）となりまし

た。 

以上の結果、当社の当第３四半期累計期間の売上高は6,316百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益は84百万円

（同0.8％減）、経常利益は88百万円（同11.7％増）、四半期純利益は49百万円（同9.9％増）となりました。 

  

なお、セグメントの業績は次のとおりであります。   

  

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12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、AneCan、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、お客様満足度の向上のため、各ブランドの品揃えを実店舗並に拡大し、幅広く商品

を販売しました。また、商品の魅力を高める施策として、第２四半期末において約40％だったモデル着用画像の割

合を60％程度まで引き上げ、お客様視点で商品の着用感の向上を図りました。品揃え強化としては、８月下旬より

新たなファッションカテゴリー「URBAN」を創設し、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、アダム エ ロ

ペ、フリーズショップ等のセレクトショップの取り扱いを開始しました。また、年末に福袋の先行予約販売を行

い、正月に商品をお届けできる仕組みを確立しました。新たな宣伝・販促手法としては、当社主力ブランドである

アプワイザー・リッシェ、ジャスグリッティーの「ブランドブック」や、売上の一部を「国境なき医師団」へ寄付

を行う「LOVEフォト」への協賛、そして各ファッション誌への「純広告」の掲載を大々的に行いました。 

「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

を継続実施しつつ、「magaseek」同様、実店舗並に幅広く品揃えを行いました。また、ファッション雑誌

「smart」「Men's JOKER」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。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は5,012百万円、セグメント利益は218百万円となりました。 

  

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12月末現在で400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や、年末の福袋先行販売などを行いまし

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

の取り扱いを開始し、事業の拡大を図っております。さらに、従来のファッションアパレルおよびファッション雑

貨を中心とした品揃えに加えて、洋服を中心としたおしゃれなペットアイテムをアウトレット価格にて販売するコ

ーナーとして「I LOVE PET」をオープンいたしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,298百万円、セグメント利益は41百万円となりました。 

  

③ その他事業 

広告事業等を行っており、当第３四半期累計期間の売上高は５百万円、セグメント損失は８百万円となりまし

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３四半期末の総資産額は、4,000百万円となり、前事業年度末と比較して271百万円増加いたしました。主な

要因は、未収還付法人税等98百万円、工具、器具及び備品33百万円及びソフトウエアが27百万円減少したものの、

売掛金362百万円及び商品151百万円が増加したことによるものであります。 

負債総額は1,235百万円となり、前事業年度末と比較して252百万円増加いたしました。主な要因は、買掛金が

212百万円増加したことによるものであります。 

純資産は2,764百万円となり、前事業年度末と比較して19百万円増加いたしました。主な要因は剰余金の配当に

より30百万円減少したものの四半期純利益により49百万円増加したことによるものであります。自己資本比率は

69.1％となりました。  

  

〈キャッシュ・フローの状況〉  

当第３四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２百万円減少し、

当第３四半期末では1,373百万円となりました。 

  

  

当第３四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97百万円となりました。これは主に売上債権の増加額362百万円及びたな卸資産

の増加額150百万円の資金の減少要因があったものの、税引前四半期純利益87百万円、減価償却費143百万円、仕入

債務の増加額212百万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69百万円となりました。これは有形固定資産の取得13百万円及び無形固定資産の

取得56百万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３四半期より好調に推移している会員の獲得状況や商品の受注状況が、引き続き持続していくと考えておりま

す。現時点において平成22年10月25日に公表いたしました通期の業績予想から変更はございません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当項目はありません。 

  

  

（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） 

  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、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益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

－ 3 －

マガシーク㈱（3060）平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 772,630 775,457

売掛金 1,180,529 818,268

有価証券 601,206 600,893

商品 524,536 373,051

貯蔵品 5,573 6,393

前払費用 17,185 18,010

繰延税金資産 22,332 50,259

未収入金 26,892 53,671

未収還付法人税等 － 98,221

その他 282 23,246

流動資産合計 3,151,169 2,817,474

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 28,873 26,507

工具、器具及び備品（純額） 195,410 228,493

有形固定資産合計 224,283 255,001

無形固定資産   

商標権 33,635 39,262

ソフトウエア 506,554 533,896

ソフトウエア仮勘定 1,000 243

無形固定資産合計 541,190 573,401

投資その他の資産   

長期前払費用 604 726

繰延税金資産 5,720 4,500

敷金 77,261 77,261

投資その他の資産合計 83,585 82,487

固定資産合計 849,060 910,891

資産合計 4,000,229 3,728,365
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 876,111 663,391

未払金 237,605 241,216

未払法人税等 13,898 －

賞与引当金 － 18,067

返品調整引当金 7,224 5,556

ポイント引当金 18,810 20,133

その他 66,800 27,012

流動負債合計 1,220,450 975,378

固定負債   

退職給付引当金 9,649 7,730

資産除去債務 5,513 －

固定負債合計 15,162 7,730

負債合計 1,235,613 983,108

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 852,373 833,013

株主資本合計 2,764,616 2,745,256

純資産合計 2,764,616 2,745,256

負債純資産合計 4,000,229 3,728,365
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,025,569 6,316,055

売上原価 4,421,998 4,713,262

売上総利益 1,603,571 1,602,792

返品調整引当金戻入額 6,389 5,556

返品調整引当金繰入額 5,078 7,224

差引売上総利益 1,604,882 1,601,123

販売費及び一般管理費 1,519,715 1,516,650

営業利益 85,166 84,472

営業外収益   

受取利息 989 391

法人税等還付加算金 － 3,229

その他 98 556

営業外収益合計 1,087 4,176

営業外費用   

倉庫移転関連費用 6,704 －

その他 187 －

営業外費用合計 6,891 －

経常利益 79,362 88,649

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 308 128

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 308 1,110

税引前四半期純利益 79,054 87,698

法人税、住民税及び事業税 5,504 11,626

法人税等調整額 28,648 26,707

法人税等合計 34,153 38,334

四半期純利益 44,900 49,364
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 79,054 87,698

減価償却費 36,301 143,071

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） △15,735 △18,067

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,311 1,668

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,195 △1,322

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,638 1,918

受取利息 △989 △391

固定資産売却損益（△は益） － △147

固定資産除却損 308 128

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） 76,514 △362,260

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,159 △150,664

未収入金の増減額（△は増加） △6,476 26,778

仕入債務の増減額（△は減少） △63,480 212,720

未払金の増減額（△は減少） △27,039 △9,191

その他 △65,953 61,716

小計 △74,288 △5,374

利息の受取額 989 391

法人税等の支払額 △208,884 △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 △282,183 97,258

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 △173,965 △13,340

有形固定資産の売却による収入 － 360

無形固定資産の取得による支出 △479,358 △56,865

投資活動によるキャッシュ・フロー △653,324 △69,845

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △81,637 △29,927

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,637 △29,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,017,144 △2,514

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 1,250,951 1,373,836
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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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