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1.  平成23年2月期の連結業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 13,825 △22.7 584 △40.8 491 △44.7 349 △73.5
22年2月期 17,896 △31.6 987 ― 888 ― 1,318 ―

（注）包括利益 23年2月期 ―百万円 （―％） 22年2月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年2月期 25.33 ― 6.5 3.9 4.2
22年2月期 95.58 ― 29.1 6.0 5.5

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22年2月期  ―百万円

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 11,800 5,568 46.9 401.24
22年2月期 13,513 5,219 38.4 375.85

（参考） 自己資本   23年2月期  5,536百万円 22年2月期  5,186百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年2月期 904 △30 △1,137 125
22年2月期 553 △90 △868 389

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年2月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 6,000 △17.5 40 △87.6 20 △92.6 10 △95.8 0.72
通期 13,500 △2.4 100 △82.9 50 △89.8 25 △92.8 1.81
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、２５ページ 「１株当たり情報」 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 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 721,503 株 22年2月期 721,378 株
③ 期中平均株式数 23年2月期 13,798,559 株 22年2月期 13,798,628 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年2月期の個別業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 856 8.3 140 53.1 18 ― △356 ―
22年2月期 790 △18.9 91 △38.6 △35 ― 795 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年2月期 △25.85 ―
22年2月期 57.67 ―

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 10,653 4,038 37.6 290.43
22年2月期 11,079 4,397 39.4 316.21

（参考） 自己資本 23年2月期  4,007百万円 22年2月期  4,363百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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 
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、３ペー
ジ 「次期の見通し」 をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ①当連結会計年度の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、主に新興国向けの輸出の増勢や政府の経済対策を背景に企業収益の改善傾

向が継続し、全体としては景気は回復基調で推移しましたが、欧米経済の減速懸念や円高の進行による企業収益への

影響など、先行きについては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、消費者の低価格志向

や節約志向が依然として根強く、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組んでまいりました。 

 当連結会計年度の業績につきましては、衣料品系カタログにおいて販売促進経費低減のためにカタログ送付部数を

絞り込んだ展開を行ったこと、また、カタログ送付タイミングにおける天候不順の影響による受注金額の伸び悩みな

どから、売上高は138億２千５百万円（前連結会計年度比22.7％減）となりました。 

 損益面におきましては、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５億８千４百万円（同40.8％減）、経

常利益４億９千１百万円（同44.7％減）となりました。 

 当期純利益は、情報システム関連の見直しに伴う固定資産臨時償却費３千２百万円等、総額４千３百万円を特別損

失として計上したことなどから、３億４千９百万円（同73.5％減）となりました。 

（通信販売事業） 

 衣料品系カタログにつきましては、経費効率の悪い下位顧客層へのカタログ発送を取りやめることで紙媒体に係る

販売促進経費を削減する一方、チャネルミックス手法により販売促進経費全体の効率改善を図るために、インターネ

ットチャネルの有効活用策の模索やＴＶＣＭのテスト展開などを行ってまいりました。また、地道な業務見直し等に

より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、グループ全体の利益確保のため、全体としては売上と利益のバランスを勘案しながら

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４月に発刊した夏カタログ、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立上がり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、化粧

品事業についても、結果として僅かながら計画を下回る水準となったことなどから、134億６千９百万円（前連結会

計年度比22.8％減）となりました。 

 損益面におきましては、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などから、営業利益は９億２千６百万円（同

28.0％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１億７千９百万円（前連結会計

年度比4.2％減）、営業利益は１億１千８百万円（同1.0％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１億７千６百万円（前連結会計年度比33.6％減）、営業利益は

１千７百万円（同57.8％減）となりました。 

 ②次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響等も加わり景気の先行きが不透明ななかで、消費者の購買マイ

ンドが大きく改善することは期待しづらく、当社グループを取り巻く経営環境は今後とも厳しい状況が続くものと思

われます。 

 当社グループといたしましては、将来に向けた成長投資の実行など中期的な視点に基づき、事業の再構築を図りな

がら企業価値の向上に取り組んでまいります。 

 次期の業績につきましては、衣料品系カタログにおいては、減少した稼動顧客数を増加させるべくチャネルミック

ス手法を活用して従来より積極的な販売促進施策を展開する予定であること、また、化粧品事業においても、踊り場

状態の売上高の中期的な拡大を図るべく、タレント等を活用した販売促進施策の展開により新規顧客開発を積極的に

行う予定であることなどから、売上高135億円、営業利益１億円、経常利益50百万円、当期純利益25百万円を見込ん

でおります。  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比して、流動資産が15億３百万円、固定資産が２億８百

万円それぞれ減少し118億円となりました。 

 総負債額については、前連結会計年度末と比して、支払手形及び買掛金が６億２千２百万円、短期借入金が13億３

千６百万円それぞれ減少したこと等により20億６千万円減少し62億３千２百万円となりました。 

 純資産額については、前連結会計年度末と比して３億４千８百万円増加し55億６千８百万円となりました。この結

果、自己資本比率は前連結会計年度末に比して8.5ポイント改善し46.9％となり、１株当たりの純資産額は前連結会

計年度末と比して25円39銭増加し401円24銭となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度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２億６千３

百万円減少し、１億２千５百万円となりました。 

（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、９億４百万円（前年同期比63.2％増）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益が４億５千万円となったこと、また、たな卸資産が５億１千３百万円、売上

債権が４億４千８百万円それぞれ減少した一方、仕入債務が６億２千７百万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、３千万円（前年同期比66.6％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２千５百万円があった反面、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、11億３千７百万円（前年同期比30.9％増）となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入６億円があった反面、短期借入金の純減少額13億３千６百万円及び長期借入金

の返済による支出５億５千７百万円があったこと等を反映したものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本÷総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債÷キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー÷利払い 

注１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

５．平成20年２月期及び平成21年２月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  平成20年２月期末 平成21年２月期末 平成22年２月期末  平成23年２月期末

自己資本比率 ％ 39.8 ％ 23.9 ％ 38.4 ％ 46.9

時価ベースの自己資本比率 ％ 33.2 ％ 16.7 ％ 25.5 ％ 36.4

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
 －  － ％ 806.4 ％ 413.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
 －  － 倍 3.6 倍 7.9
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主に対する利益還元を重要施策のひとつと考えており、財務体質の強化を図りながら、安定的

な配当を維持することを基本方針としております。配当性向に関する特定の基準等は設けておりませんが、配当水準

につきましては、事業の効率化や新規事業の開発・育成等に必要な内部留保とのバランスを総合的に勘案しながら、

柔軟に決定していく方針であります。 

 当期の配当につきましては、当連結会計年度においては利益を計上したものの、大幅な累積損失を回収するには遠

く及ばず、配当原資を確保できない状況であることから、誠に遺憾ながら、無配とさせていただくことといたしまし

た。  

 なお、次期の配当に関しましては、業績面において未だ配当原資を確保するまでに至らない見込みであることか

ら、誠に遺憾ながら、当期と同様に無配とさせていただく見込みであります。 

(4）事業等のリスク 

  当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、決算短信提出日現在におい

て、以下のようなものがあります。 

①個人情報保護 

 当社グループは、カタログ通信販売を主要な事業として展開しており、多数の顧客の個人情報を有しておりま

す。個人情報に関しましては、個人情報保護方針の基に制定された各種社内規程等の遵守に係る社内教育の実施

やシステムのセキュリティー強化などにより、情報管理体制の強化とその取扱いに十分な注意を払っております

が、今後、不測の事態により個人情報の漏洩が発生した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社

グループの業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。 

②システムリスク 

 当社グループが中核事業として展開する「通信販売事業」においては、受注・出荷・債権管理等の業務全般に

わたって自社保有するコンピュータシステムによって処理を行っています。当該コンピュータシステムにおいて

ウイルスの侵入や突発的な事故によりトラブルが発生した場合、販売機会損失や復旧等に係る臨時費用が発生

し、当社グループの業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。 

③生産国の経済状況、政治情勢等の変化 

 当社グループが通信販売事業で取扱う衣料品の大半は中国などアジア各国からの輸入によるものであります。

このため、中国などアジア各国における経済状況、政治情勢の変化や自然災害の発生等により、当社グループの

業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。 

④天候不順 

 当社グループは、衣料品を中心商材として販売しており、冷夏や暖冬などの天候不順や異常気象による需要動

向の変動が売上高に影響を及ぼし、当社グループの業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。 

⑤自然災害 

 当社グループにおける通信販売事業に係る情報処理システム、商品関連の保管・出荷等の物流拠点が香川県に

集中しており、同県下において大規模な地震その他の自然災害が発生し、当該設備や社会インフラに甚大な被害

が生じた場合、当社グループの業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。 

⑥資材コスト 

 当社グループの主要事業である通信販売事業において、販売のための媒体であるカタログや商品配送に係る段

ボール等の資材である紙パルプの市況、また、アパレル関連商品の原材料となる石油関連製品の市況等が高騰す

ることにより、当社グループの業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。 

⑦法的規制 

 当社グループにおける通信販売事業においては、「不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）」、「特定

商品取引法」、「薬事法」、「製造物責任法」等による法的規制を受けております。そのため、当社グループ

は、コンプライアンス体制の整備などの管理体制の構築等により法令遵守の体制を整備しておりますが、今後、

これらに関する問題が発生し、又はこれらの法規の改正等により新たな規制が加わった場合など、当社グループ

の業績及び財政状況が影響を受ける可能性があります。  
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 当社の企業集団は、当社及び子会社５社、関連会社１社によって構成されており、衣料品、趣味・家庭用品、化粧品

等の「通信販売事業」、「不動産賃貸業」及び衣料品の卸売等の「その他の事業」を行っております。 

 なお、主な事業内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業に係る位置付けは、概ね次のとおりであります。 

  

  

 事業の系統図は、概ね次のとおりであります。 

  

（注）非連結子会社のIm America Co.,Ltd.は、平成22年９月27日付けで新たに設立いたしました。      

２．企業集団の状況

事業区分 主な事業内容 会社名 

通信販売事業 

衣料品、趣味・家庭用品等の通信販売

業 
㈱イマージュ 

化粧品の通信販売業  ㈱アイム 

インターネットサイト運営 ㈱イマージュ・ネット 

衣料品の販売、生産管理業 ㈱Ｓ.Ｃパートナーズ  

不動産賃貸事業 不動産の賃貸 当社 

その他の事業 衣料品の販売、生産管理業 ㈱イマージュ、㈱Ｓ.Ｃパートナーズ  

持分法を適用していな

い関連会社 

主な事業内容 会社名 

衣料品の製造業 常州希夢時装有限公司 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「半歩先を見つめ、お客様にどうお役立ち出来るかを創造する」ことを基本理念としておりま

す。時代の変化を見据えながら、シンプルで洗練されたより良いものをお客様に提案することで、お客様の素敵な生

活創造のためにお役立ちできる企業として発展することにより、株主をはじめ取引先、顧客、従業員など、会社を取

り巻くすべての関係者がバランスよく利益を享受出来ることを目指しております。 

 事業展望の明るい成長性ある事業に経営資源を集中して、独自の存在感を有する企業創りに取り組んでまいりま

す。 

(2）目標とする経営指標  

  当社グループの足元の業績については、２期連続の利益計上を漸く実現した状況でありますが、保有する経営資源

の有効活用と業務の効率化に取り組み、将来的には営業利益率10％（対売上高）以上を実現できる体制作りを目指し

てまいります。  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループは、事業全体の効率性・財務の安全性確保等、経営効率の向上に重点を置き、保有する経営資源を有

効活用させ、時代の変化に即した新たなグループビジネスモデルを構築すべく、カタログ・インターネット・小売店

舗の複合的販売チャネルの展開により、売上高の拡大と効率性の向上による利益の確保を目的として事業運営に取り

組んでまいりました。しかしながら、店舗販売事業においては人材とノウハウの欠如から、多額の損失を計上する状

況が続き、当社グループは、数年間にわたり業績低迷を余儀なくされる状況が続いてまいりました。 

 当連結会計年度におきましては、通信販売事業に経営資源を集中し慎重な事業運営に取り組むことで、漸く２期連

続して営業利益を計上することが出来ましたが、金融機関からの資金調達を滞りなく行うためにも営業黒字の確保が

重要であったこと等から、目先の利益を優先せざるを得ず、将来の成長に向けた前向きな投資を充分行うことができ

ない状況が続きました。  

 個人消費が伸び悩む厳しい経営環境のもと、当社グループは、中期的な視点に立って、下記の課題解決に取り組ん

でまいります。 

①衣料品系カタログにおける稼動顧客数の増加と売上高の拡大 

 衣料品系カタログにつきましては、採算性を重視した事業展開を進めるなかで販売促進経費低減のためにカタログ

発行部数を削減し、経費効率の悪い下位顧客層へのカタログ送付を取りやめる一方、新規顧客開拓においても、１顧

客当たりの獲得経費が低い高効率の施策のみに制限した事業展開を行ってまいりました。このため、稼動顧客数が漸

減傾向となるとともに売上高の低下傾向が続いており、同様の手法による採算性の改善には限界が近づきつつありま

す。 

 今後は、売上高の増加による採算性の改善を図るため、既存顧客のレスポンス率の向上と新規顧客獲得数の拡大に

より稼動顧客数の増加に努めてまいります。従来、紙カタログやインターネット等の媒体別に展開していた販売促進

施策を、紙カタログ・インターネット・ＴＶＣＭ等を連動させたチャネルミックス手法を上手に活用することで、販

売促進経費全体の効率を維持しながら稼動顧客数の増加を図ってまいります。 

②化粧品事業の一段の規模拡大 

 化粧品事業につきましては、グループ全体の利益確保のため一定水準以上の利益を計上できるよう、売上と利益の

バランスを勘案しつつ慎重な事業運営に取り組んできたことから、売上高がここ数年踊り場傾向となっております。

今後は、一段の売上高の拡大と利益水準のかさ上げを目指し、積極的な販売促進施策を展開してまいります。 

 タレント等を起用したＴＶＣＭの展開によりブランドの浸透と確立を図ると同時に、マス媒体への広告出稿を拡大

して新規顧客獲得数の大幅な増加を図ってまいります。また、新規商材の開発により品揃えを拡大し客単価のアップ

を図ってまいります。 

 一方で、将来的な市場拡大を目指し、効果的な海外展開の具体的な方策を模索してまいります。 

③新規商品の開発と市場投入 

 当社グループで保有する顧客リストを有効活用しつつ、新たな成長戦略の一環としての新規事業を立ち上げてまい

ります。既存の化粧品購入顧客や衣料品系カタログの購入顧客に対して親和性の高い美容関連商材や衣料関連の新規

商品を開発し販売を開始してまいります。  

④外部業務受託拡大によるインフラ設備の稼働率向上とシステムコストの低減 

 通信販売に係る間接業務につきましては、既に数件の受託を開始しておりますが、今後は、当該業務の受託に係る

営業を強化しインフラ設備の一層の稼働率向上を図ってまいります。また、情報システム全般についての見直しと刷

新を行うことで、固定的な経費の低減と売上高に応じた変動費化を図ってまいります。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 389,104 125,446

受取手形及び売掛金 ※4  1,744,642 1,296,161

たな卸資産 ※1  2,080,927 ※1, ※3  1,567,252

前払費用 319,275 152,796

繰延税金資産 352,940 320,054

その他 211,780 94,349

貸倒引当金 △191,195 △152,235

流動資産合計 4,907,475 3,403,825

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※3  5,602,790 ※3  5,634,049

減価償却累計額 △4,043,894 △4,158,001

建物及び構築物（純額） 1,558,895 1,476,047

土地 ※3  5,757,745 ※3  5,757,745

その他 788,471 801,052

減価償却累計額 △663,812 △739,621

その他（純額） 124,658 61,430

有形固定資産合計 7,441,299 7,295,223

無形固定資産   

その他 253,352 151,072

無形固定資産合計 253,352 151,072

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  68,460 ※2, ※3  71,300

長期貸付金 30,179 30,000

繰延税金資産 419,739 473,075

その他 ※2  393,024 ※2  376,336

貸倒引当金 △302 －

投資その他の資産合計 911,101 950,712

固定資産合計 8,605,753 8,397,008

資産合計 13,513,228 11,800,834
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※3, ※4  1,776,262 ※3  1,153,431

短期借入金 ※3  3,411,355 ※3  2,075,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3  465,200 ※3  907,300

1年内償還予定の社債 36,000 136,000

未払金 574,947 492,451

未払法人税等 159,409 71,698

返品調整引当金 89,433 54,092

ポイント引当金 183,726 121,323

その他 226,784 193,963

流動負債合計 6,923,118 5,205,259

固定負債   

社債 126,000 190,000

長期借入金 ※3  828,500 ※3  429,200

退職給付引当金 165,708 173,549

その他 250,012 234,820

固定負債合計 1,370,220 1,027,569

負債合計 8,293,339 6,232,829

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 △2,991,559 △2,642,016

自己株式 △325,520 △325,554

株主資本合計 5,245,530 5,595,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,343 △58,510

評価・換算差額等合計 △59,343 △58,510

新株予約権 33,702 31,476

純資産合計 5,219,889 5,568,005

負債純資産合計 13,513,228 11,800,834
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 17,896,144 13,825,911

売上原価 ※1  7,256,745 ※1  5,348,780

売上総利益 10,639,398 8,477,131

返品調整引当金戻入額 160,306 89,433

返品調整引当金繰入額 89,433 54,092

差引売上総利益 10,710,271 8,512,472

販売費及び一般管理費   

販売促進費 4,423,595 3,539,493

荷造運搬費 923,660 615,331

貸倒引当金繰入額 140,370 135,880

給料及び賞与 1,379,460 1,190,043

退職給付費用 22,202 30,908

減価償却費 109,811 162,947

その他 2,723,909 2,253,162

販売費及び一般管理費合計 9,723,009 7,927,767

営業利益 987,262 584,705

営業外収益   

受取利息 1,089 4,035

受取配当金 1,356 1,402

仕入割引 33,716 18,452

保険解約返戻金 15,575 －

その他 18,053 6,577

営業外収益合計 69,790 30,468

営業外費用   

支払利息 152,747 114,119

その他 15,634 9,243

営業外費用合計 168,382 123,363

経常利益 888,670 491,810

特別利益   

投資有価証券売却益 100,000 －

新株予約権戻入益 2,013 2,226

債務免除益 ※2  197,520 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 121,712 －

特別利益合計 421,245 2,226
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  94,602 ※2  6,108

投資有価証券評価損 1,522 477

固定資産臨時償却費 － ※3  32,070

リース解約損 － 5,264

特別損失合計 96,124 43,921

税金等調整前当期純利益 1,213,791 450,115

法人税、住民税及び事業税 430,374 121,022

法人税等調整額 △535,458 △20,450

法人税等合計 △105,084 100,571

当期純利益 1,318,876 349,543
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,299,220 4,299,220

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 4,299,220 4,299,220

資本剰余金   

前期末残高 4,263,390 4,263,390

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,263,390 4,263,390

利益剰余金   

前期末残高 △4,310,436 △2,991,559

当期変動額   

当期純利益 1,318,876 349,543

当期変動額合計 1,318,876 349,543

当期末残高 △2,991,559 △2,642,016

自己株式   

前期末残高 △325,518 △325,520

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △34

当期変動額合計 △1 △34

当期末残高 △325,520 △325,554

株主資本合計   

前期末残高 3,926,655 5,245,530

当期変動額   

当期純利益 1,318,876 349,543

自己株式の取得 △1 △34

当期変動額合計 1,318,874 349,508

当期末残高 5,245,530 5,595,039
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △33,772 △59,343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,570 833

当期変動額合計 △25,570 833

当期末残高 △59,343 △58,510

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △33,772 △59,343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,570 833

当期変動額合計 △25,570 833

当期末残高 △59,343 △58,510

新株予約権   

前期末残高 28,846 33,702

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,855 △2,226

当期変動額合計 4,855 △2,226

当期末残高 33,702 31,476

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 3,921,729 5,219,889

当期変動額   

当期純利益 1,318,876 349,543

自己株式の取得 △1 △34

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,714 △1,392

当期変動額合計 1,298,159 348,115

当期末残高 5,219,889 5,568,005
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,213,791 450,115

減価償却費 147,508 198,882

固定資産臨時償却費 － 32,070

返品調整引当金の増減額（△は減少） △70,873 △35,341

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,068 △62,403

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △500,355 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,612 △39,261

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,481 7,840

受取利息及び受取配当金 △2,445 △5,438

支払利息 152,747 114,119

為替差損益（△は益） 17 0

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 58,485 3,012

売上債権の増減額（△は増加） 910,775 448,481

たな卸資産の増減額（△は増加） 792,479 513,674

前渡金の増減額（△は増加） △19,263 14,649

前払費用の増減額（△は増加） 293,696 167,900

仕入債務の増減額（△は減少） △1,000,258 △627,665

未払金の増減額（△は減少） △453,080 △40,811

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,492 △33,453

その他 67,735 140,375

小計 1,473,965 1,247,226

利息及び配当金の受取額 2,445 2,782

利息の支払額 △155,195 △115,671

法人税等の支払額 △767,264 △230,161

営業活動によるキャッシュ・フロー 553,949 904,176

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 △62,706 △89,018

有形固定資産の売却による収入 － 301

無形固定資産の取得による支出 △61,676 △31,394

投資有価証券の取得による支出 △2,400 △2,481

投資有価証券の売却による収入 150,000 －

敷金の差入による支出 △166 △29,657

敷金の回収による収入 100,764 25,607

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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※1  △154,294 －

貸付金の回収による収入 292 292

その他 35,737 △1,350

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,328 △30,201
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28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） △413,644 △1,336,355

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 △621,800 △557,200

社債の発行による収入 85,490 194,405

社債の償還による支出 △18,000 △36,000

自己株式の取得による支出 △1 △34

リース債務の返済による支出 － △2,435

配当金の支払額 △905 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △868,861 △1,137,631

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405,256 △263,657

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期末残高 ※  389,104 ※  125,446

－ 15 －

株式会社イマージュホールディングス (9947) 平成23年2月期 決算短信



  該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数 ４社 

   連結子会社名 

  ㈱イマージュ 

  ㈱アイム 

  ㈱イマージュ・ネット 

  ㈱Ｓ.Ｃパートナーズ  

  前連結会計年度において連結子会社で

あった㈱東京キャン及び㈱ノイは、当社

所有の全株式を平成21年４月30日付で第

三者へ譲渡したため、また、㈱Ｔ.Ｃタ

ーミナル、㈱Ｆ.Ｂ.Ｐパートナーズ及び

㈱イメージングは平成21年11月30日付で

清算結了したため、連結の範囲から除外

しております。 

(イ)連結子会社の数 ４社 

   連結子会社名 

  ㈱イマージュ 

  ㈱アイム 

  ㈱イマージュ・ネット 

  ㈱Ｓ.Ｃパートナーズ  

   

  (ロ)     ──────   (ロ)非連結子会社の名称等 

  非連結子会社名 

  Im America Co.,Ltd. 

（連結の範囲から除いた理由） 

  非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。   

２．持分法の適用に関する事

項 

(イ)持分法適用の非連結子会社及び関連会

社はありません。 

(イ)      同左 

  (ロ)持分法を適用していない関連会社（常

州希夢時装有限公司）は、連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

るため持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

(ロ)持分法を適用していない非連結子会社

（Im America Co.,Ltd.）及び関連会社

（常州希夢時装有限公司）は、連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外しており

ます。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

  (2）たな卸資産 

商品……移動平均法による原価法 

    （貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法） 

(2）たな卸資産 

商品……同左 

  貯蔵品… 終仕入原価法 

    （貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法） 

貯蔵品…同左 

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産 

   定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。  

建物及び構築物  10～38年  

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

   定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。  

建物及び構築物  10～38年  

  (2）無形固定資産 

定額法 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

  (3）    ──────   

  

(3）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

  (ハ)繰延資産の処理方法 

 社債発行費 

  支出時に全額費用処理しております。

(ハ)繰延資産の処理方法 

 社債発行費 

        同左 

  (ニ)重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(ニ)重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）返品調整引当金 

 連結会計年度末日後の返品による損

失に備えるため、返品見込額に対する

売上総利益相当額を計上しておりま

す。 

(2）返品調整引当金 

同左 

  (3）ポイント引当金 

   顧客に付与されたポイントの使用に

よる値引発生に備えるため、当連結会

計年度末において将来使用されると見

込まれる額を計上しております。  

(3）ポイント引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

  (ホ)その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

(ホ)その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

同左 

  (2）販売促進費等の会計処理 

   連結子会社の一部は通信販売を行っ

ており、翌連結会計年度の売上に対応

するカタログ制作費等は前払費用に計

上しております。 

(2）販売促進費等の会計処理 

同左 

  ────── (3）連結納税制度の適用 

   当連結会計年度より、連結納税制度

を適用しております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として移動平均法による低価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号 平成18

年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として移

動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 平成

19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針

第16号 平成19年３月30日改正）を適用し、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しており

ます。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

※１．たな卸資産の内訳 ※１．たな卸資産の内訳 

商品 千円2,074,410

貯蔵品 千円6,516

商品 千円1,558,835

貯蔵品 千円8,417

※２．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資その他の資産「その他」

（出資金） 
千円20,330

投資有価証券（株式） 千円81

投資その他の資産「その他」

（出資金） 
千円20,330

※３．担保に供している資産 

(1）担保資産 

※３．担保に供している資産 

(1）担保資産 

建物及び構築物 千円1,465,852

土地 千円5,757,745

投資有価証券 千円62,937

関係会社株式    千円289,965

計 千円7,576,500

たな卸資産 千円1,563,541

建物及び構築物 千円1,386,274

土地 千円5,757,745

投資有価証券 千円63,693

関係会社株式    千円289,965

計 千円9,061,219

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金 千円2,640,000

１年内返済予定の 

長期借入金 
千円465,200

長期借入金 千円828,500

支払手形及び買掛金 千円111,421

 計 千円4,045,121

なお、関係会社株式は連結上消去されており

ます。  

短期借入金 千円1,910,000

１年内返済予定の 

長期借入金 
千円907,300

長期借入金 千円429,200

支払手形及び買掛金 千円88,662

 計 千円3,335,162

なお、関係会社株式は連結上消去されており

ます。  

※４．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決算処理しております。なお、当

連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に

含まれております。 

受取手形 千円2,662

支払手形 千円133,467

────── 
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※１．期末たな卸資産は収益性の低下に基づく簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

    千円 173,355

※１．期末たな卸資産は収益性の低下に基づく簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

    千円 146,562

※２．債務免除益の内容 

   辞任した取締役からの退職慰労金返上に伴うもの

であります。 

────── 

※３．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 千円51,838

無形固定資産（ソフトウェア） 千円16,251

その他 千円26,511

計 千円94,602

建物及び構築物 千円1,193

無形固定資産（ソフトウェア） 千円493

その他 千円4,422

計 千円6,108

──────  ※３．固定資産臨時償却費の内訳 

  無形固定資産（ソフトウェア） 千円27,760

その他 千円4,309

計 千円32,070

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  14,520,000  －  －  14,520,000

合計  14,520,000  －  －  14,520,000

自己株式         

普通株式  721,368  10  －  721,378

合計  721,368  10  －  721,378

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
──────   33,702

連結子会社 － －  －  －  －  －  －

合計 －  －  －  －  －  33,702

－ 21 －

株式会社イマージュホールディングス (9947) 平成23年2月期 決算短信



当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  14,520,000  －  －  14,520,000

合計  14,520,000  －  －  14,520,000

自己株式         

普通株式  721,378  125  －  721,503

合計  721,378  125  －  721,503

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
──────   31,476

連結子会社 － －  －  －  －  －  －

合計 －  －  －  －  －  31,476

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成22年２月28日現在） （平成23年２月28日現在） 

現金及び預金勘定      389,104千円

現金及び現金同等物     389,104千円

現金及び預金勘定       千円125,446

現金及び現金同等物      千円125,446

※１．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の売却により株式会社東京キャン及び株式会社

ノイが連結子会社でなくなったことに伴う連結除外時

の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却に

よる支出は次のとおりであります。 

────── 

流動資産      611,921千円

固定資産     225,046千円

流動負債 △794,969千円

固定負債      △41,998千円

上記２社の売却価額      0千円

上記２社の現金及び現金同等物 △154,294千円

差引：売却による支出     △154,294千円
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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…インナー商材卸売事業、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459,957千円であり、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．資産のうち消去又は全社に含めた全社資産の金額は896,912千円であり、その主なものは、当社での余資運

用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産でありま

す。 

５．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、同事業から撤退したため当連結会計年度より区分

しておりません。  

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
 17,442,375  187,830  265,937  17,896,144  －  17,896,144

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  17,442,375  187,830  265,937  17,896,144  －  17,896,144

営業費用  16,155,394  68,499  225,031  16,448,924  459,957  16,908,882

営業利益  1,286,981  119,331  40,906  1,447,219  (459,957)  987,262

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
            

資産  8,049,845  4,527,612  38,857  12,616,316  896,912  13,513,228

減価償却費  181,145  37,697  37  218,880  5,067  223,948

資本的支出  160,590  －  －  160,590  18,408  178,998
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当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28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…インナー商材卸売事業、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477,390千円であり、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．資産のうち消去又は全社に含めた全社資産の金額は895,722千円であり、その主なものは、当社での余資運

用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産でありま

す。 

前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）及び当連結会計年度（自 平成22年３月１

日 至 平成23年２月28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。 

前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）及び当連結会計年度（自 平成22年３月１

日 至 平成23年２月28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。 

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
 13,469,241  179,967  176,702  13,825,911  －  13,825,911

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  13,469,241  179,967  176,702  13,825,911  －  13,825,911

営業費用  12,542,560  61,834  159,420  12,763,815  477,390  13,241,206

営業利益  926,681  118,132  17,281  1,062,096  (477,390)  584,705

Ⅱ．資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
            

資産  6,401,178  4,491,821  12,111  10,905,111  895,722  11,800,834

減価償却費  288,774  35,934  －  324,709  20,652  345,361

資本的支出  99,200  1,275  －  100,475  2,331  102,807

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 （開示の省略） 

  リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付、ストック・オプション等、賃貸等不

動産に関する注記事項については、決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略し

ております。   

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭375 85

１株当たり当期純利益金額 円 銭95 58

１株当たり純資産額 円 銭401 24

１株当たり当期純利益金額 円 銭25 33

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当期純利益（千円）  1,318,876  349,543

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,318,876  349,543

期中平均株式数（株）  13,798,628  13,798,559

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約権の

数2,920個）。 

  

新株予約権１種類（新株予約権の

数 個）。 

  

2,580

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（集合動産根譲渡担保権設定契約について）  

 当社及び当社の連結子会社である株式会社イマージュ、

株式会社アイム及び株式会社イマージュ・ネットは、平成

22年５月７日付で、株式会社百十四銀行との間で集合動産

根譲渡担保権設定契約を締結いたしました。 

────── 

①担保提供の理由  

 当社が株式会社百十四銀行に対して現在及び将来におい

て負担する金銭消費貸借債務、手形金債務、費用償還債

務、損害賠償債務その他一切の債務の弁済を担保するた

めであります。 

  

②担保の提供期間  

 10年間。但し、被担保債務が全額弁済された場合には、

本契約は終了する。 

  

③担保提供資産の種類及び簿価  

（種類）  

 当社の連結子会社である株式会社イマージュ及び株式会

社アイムが所有するたな卸資産 

（簿価）平成22年２月28日現在 

 株式会社イマージュ：1,674,607千円 

 株式会社アイム：404,990千円  
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 89,981 35,374

売掛金 40,587 ※2  193,993

前払費用 13,247 13,628

繰延税金資産 132,109 131,087

未収入金 124,784 ※2  289,309

その他 7,043 12,248

貸倒引当金 △1,425 －

流動資産合計 406,329 675,642

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,268,402 5,300,510

減価償却累計額 △3,744,386 △3,853,751

建物（純額） ※1  1,524,015 ※1  1,446,759

構築物 332,754 332,754

減価償却累計額 △298,517 △303,581

構築物（純額） 34,236 29,173

機械及び装置 504,420 504,672

減価償却累計額 △478,899 △485,015

機械及び装置（純額） 25,521 19,656

工具、器具及び備品 161,514 165,592

減価償却累計額 △74,733 △142,884

工具、器具及び備品（純額） 86,781 22,708

土地 ※1  5,757,745 ※1  5,757,745

リース資産 － 17,949

減価償却累計額 － △3,301

リース資産（純額） － 14,648

有形固定資産合計 7,428,300 7,290,691

無形固定資産   

借地権 5,721 5,721

商標権 5,194 4,078

ソフトウエア 1,174 846

電話加入権 21,820 21,820

リース資産 － 10,211

無形固定資産合計 33,911 42,678
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  68,460 ※1  71,218

関係会社株式 ※1  1,045,243 ※1  546,123

関係会社出資金 20,330 20,330

長期貸付金 30,000 30,000

関係会社長期貸付金 1,222,750 1,022,750

長期前払費用 1,888 1,094

繰延税金資産 914,004 964,882

差入保証金 163,150 160,302

その他 45,036 140,259

貸倒引当金 △299,480 △312,346

投資その他の資産合計 3,211,382 2,644,615

固定資産合計 10,673,594 9,977,985

資産合計 11,079,923 10,653,627

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,389 6,827

短期借入金 ※1, ※2  4,705,000 ※1, ※2  4,595,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  465,200 ※1  907,300

1年内償還予定の社債 － 100,000

リース債務 － 6,518

未払金 81,389 ※2  233,323

未払費用 13,295 14,142

未払法人税等 10,728 12,650

前受金 15,809 15,562

預り金 1,465 5,521

株主、役員又は従業員からの短期借入金 376,355 －

その他 － 14,450

流動負債合計 5,670,632 5,911,297

固定負債   

社債 － 100,000

長期借入金 ※1  828,500 ※1  429,200

退職給付引当金 26,304 25,130

債務保証損失引当金 14,193 －

リース債務 － 20,342

長期未払金 24,460 15,130

長期預り金 118,802 113,598

固定負債合計 1,012,259 703,400

負債合計 6,682,891 6,614,698
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23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   

資本準備金 4,263,390 4,263,390

資本剰余金合計 4,263,390 4,263,390

利益剰余金   

利益準備金 85,000 85,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,080,000 1,080,000

繰越利益剰余金 △4,979,416 △5,336,092

利益剰余金合計 △3,814,416 △4,171,092

自己株式 △325,520 △325,554

株主資本合計 4,422,673 4,065,963

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,343 △58,510

評価・換算差額等合計 △59,343 △58,510

新株予約権 33,702 31,476

純資産合計 4,397,032 4,038,928

負債純資産合計 11,079,923 10,653,627
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高   

手数料収入 ※3  484,472 ※2  507,129

不動産賃貸収入 ※3  306,088 ※2  348,885

売上高合計 790,560 856,015

売上原価   

不動産賃貸原価 186,232 228,145

売上原価合計 186,232 228,145

売上総利益 604,328 627,869

販売費及び一般管理費   

支払手数料 141,545 162,376

給料及び賞与 153,443 157,444

退職給付費用 2,307 2,209

広告宣伝費 75,285 51,896

減価償却費 3,643 16,840

その他 136,237 96,442

販売費及び一般管理費合計 512,462 487,210

営業利益 91,865 140,659

営業外収益   

受取利息 ※3  18,574 ※2  23,658

受取配当金 1,356 1,402

保険解約返戻金 15,575 －

雑収入 4,646 3,116

営業外収益合計 40,152 28,177

営業外費用   

支払利息 ※3  164,913 ※2  143,267

雑損失 2,847 7,394

営業外費用合計 167,761 150,661

経常利益又は経常損失（△） △35,742 18,175

特別利益   

投資有価証券売却益 100,000 －

新株予約権戻入益 2,013 2,226

債務免除益 ※1  197,520 －

貸倒引当金戻入額 7,005 16,212

債務保証損失引当金戻入額 413,474 14,193

特別利益合計 720,012 32,631
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※2  14,355 ※1  1,002

投資有価証券評価損 1,522 477

関係会社株式評価損 － 499,119

貸倒引当金繰入額 147,080 27,653

関係会社整理損 2,174 －

固定資産臨時償却費 － 2,878

リース解約損 － 594

特別損失合計 165,132 531,725

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 519,137 △480,918

法人税、住民税及び事業税 5,789 △74,385

法人税等調整額 △282,417 △49,856

法人税等合計 △276,628 △124,242

当期純利益又は当期純損失（△） 795,765 △356,676
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,299,220 4,299,220

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,299,220 4,299,220

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,263,390 4,263,390

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,263,390 4,263,390

資本剰余金合計   

前期末残高 4,263,390 4,263,390

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,263,390 4,263,390

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 85,000 85,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 85,000 85,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,080,000 1,080,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,080,000 1,080,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △5,775,182 △4,979,416

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 795,765 △356,676

当期変動額合計 795,765 △356,676

当期末残高 △4,979,416 △5,336,092

利益剰余金合計   

前期末残高 △4,610,182 △3,814,416

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 795,765 △356,676

当期変動額合計 795,765 △356,676

当期末残高 △3,814,416 △4,171,092
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

自己株式   

前期末残高 △325,518 △325,520

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △34

当期変動額合計 △1 △34

当期末残高 △325,520 △325,554

株主資本合計   

前期末残高 3,626,909 4,422,673

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 795,765 △356,676

自己株式の取得 △1 △34

当期変動額合計 795,763 △356,710

当期末残高 4,422,673 4,065,963

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △33,772 △59,343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,570 833

当期変動額合計 △25,570 833

当期末残高 △59,343 △58,510

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △33,772 △59,343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,570 833

当期変動額合計 △25,570 833

当期末残高 △59,343 △58,510

新株予約権   

前期末残高 28,846 33,702

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,855 △2,226

当期変動額合計 4,855 △2,226

当期末残高 33,702 31,476

純資産合計   

前期末残高 3,621,983 4,397,032

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 795,765 △356,676

自己株式の取得 △1 △34

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,714 △1,392

当期変動額合計 775,049 △358,103

当期末残高 4,397,032 4,038,928
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  該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

  その他有価証券 

(1）時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

(1）時価のあるもの 

同左 

  (2）時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(2）時価のないもの 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物       10～38年 

機械及び装置    5～12年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物       10～38年 

機械及び装置    5～12年 

  無形固定資産 

定額法 

自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法 

無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法 

  ────── 

  

リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

  長期前払費用 

定額法 

長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。 

(2）退職給付引当金 

同左 

  (3）債務保証損失引当金 

  債務保証に係る損失に備えるため、保

証先の財政状態等を個別に勘案し、損失

負担見込額を計上しております。 

(3）    ────── 

４．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1）消費税等の会計処理    

  税抜方式によっております。  

(1）消費税等の会計処理    

同左  

  ────── (2）連結納税制度の適用  

 当事業年度より、連結納税制度を適用

しております。  

－ 33 －

株式会社イマージュホールディングス (9947) 平成23年2月期 決算短信



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 

平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準

適用指針第16号 平成19年３月30日改正）を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用し

ております。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

────── 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（貸借対照表） 

１．前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「未収入金」は、資産の総額の100分の１を超え

たため区分掲記いたしました。なお、前事業年度末の

「未収入金」は、50,145千円であります。  

──────  

２．前期まで区分掲記しておりました「敷金」（当事業年

度末残高は37,076千円）は、資産の総額の100分の１を

下回ったため投資その他の資産の「その他」に含めて表

示することといたしました。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年２月28日） 

当事業年度 
（平成23年２月28日） 

※１．担保に供している資産 

(1）担保資産 

※１．担保に供している資産 

(1）担保資産 

建物 千円1,465,852

土地  5,757,745

関係会社株式   289,965

計  7,513,563

建物 千円1,386,274

土地  5,757,745

関係会社株式   289,965

計  7,433,984

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金 千円2,640,000

１年内返済予定の 

長期借入金 
 465,200

長期借入金  828,500

 計  3,933,700

短期借入金 千円1,910,000

１年内返済予定の 

長期借入金 
 907,300

長期借入金  429,200

 計  3,246,500

(3）上記のほか、子会社の買掛債務に対して、投資有

価証券62,937千円を担保提供しております。 

(3）上記のほか、子会社の買掛債務に対して、投資有

価証券 千円を担保提供しております。 63,693

※２．関係会社に対する資産及び負債 ※２．関係会社に対する資産及び負債 

短期借入金 千円2,065,000 売掛金 千円193,993

未収入金   296,322

短期借入金   2,665,000

未払金   187,296

 ３．偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関からの借入金等に

対し債務保証を行っております。 

  

 保証先  金額（千円）  内容 

㈱イマージュ・ネ

ット 
 220,806

借入債務及びリー

ス債務 

㈱Ｓ.Ｃパートナ

ーズ 
 5,797

買掛債務及びリー

ス債務 

計  226,603 ―  

 ３．偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関からの借入金等に

対し債務保証を行っております。 

 保証先  金額（千円）  内容 

㈱イマージュ・ネ

ット 
 105,000 借入債務 

㈱Ｓ.Ｃパートナ

ーズ 
 6,581

買掛債務及びリー

ス債務 

計  111,581 ―  
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前事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

当事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※１．債務免除益の内容 

   辞任した取締役からの退職慰労金返上に伴うもの

であります。     

──────  

※２．固定資産除却損の内訳 ※１．固定資産除却損の内訳 

建物 千円7,592

工具、器具及び備品  1,393

その他  5,370

計  14,355

建物 千円747

工具、器具及び備品  105

その他  148

計  1,002

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

手数料収入 千円480,099

不動産賃貸収入 千円122,629

受取利息      千円17,640

支払利息 千円28,356

手数料収入 千円507,129

不動産賃貸収入 千円168,917

受取利息      千円19,934

支払利息 千円39,123

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  721,368  10  －  721,378

合計  721,368  10  －  721,378

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  721,378  125  －  721,503

合計  721,378  125  －  721,503
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役員の異動 

① 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

② その他の役員の異動  

  新任監査役候補 

   （常勤）監査役 大河内諭（現 常勤監査役付） 

  退任予定監査役 

   （常勤）監査役 山奥正雄  

  

６．その他
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