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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5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 ％

25年2月期第1四半期 10,484 △5.2 146 △69.1 196 △61.4 104 △78.7
24年2月期第1四半期 11,059 3.5 474 ― 508 ― 493 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 66百万円 （△86.2％） 24年2月期第1四半期 482百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 10.63 ―
24年2月期第1四半期 49.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 41,139 25,997 63.2
24年2月期 42,233 26,226 62.1
（参考） 自己資本 25年2月期第1四半期 25,997百万円 24年2月期 26,226百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

24年2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
25年2月期 ―
25年2月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

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) 20,992 △6.1 282 △71.4 351 △64.9 194 △54.0 19.74
通期 44,908 △3.1 921 △38.4 1,029 △36.4 546 △16.0 55.46



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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
当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、当社及
び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向の他、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関して
は【添付資料】P.２「１.当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 10,043,500 株 24年2月期 10,043,500 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 180,331 株 24年2月期 180,306 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 9,863,178 株 24年2月期1Q 9,863,194 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年５月31日）におけるわが国の経済は、東日本大震災の

影響から、やや持ち直した感があるものの、欧州の債務危機や電力供給問題等の影響もあり、国内経済は依然とし

て先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、主力事業である「コレクション事業」の強化のため、顧客

との長期的、継続的関係性の構築を推し進めてまいりました。

顧客数につきましては、新規顧客の獲得数が、Webや新聞広告等の活用により、前年同期を上回りました。しか

しながら、期首の顧客数が前年を下回っていたことと、休止顧客が増加したことで延べ顧客数は前年同期比で減少

しました。顧客の購入単価につきましては、前年同期に比べ若干減少しました。

これらの活動の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、10,484百万円（前年同期比

5.2％減）となりました。期間中の値引き販売を抑えたことで、原価率が改善され、返品調整引当金繰入額及び戻

入額調整後の売上総利益は5,604百万円（前年同期比 4.4％減）となりました。

売上高を品目別にみますと、服飾・服飾雑貨分野では、衣料品の売上高が前年同期に比べ減少しました。生活関

連分野では、環境配慮型商品は前期からの好調が続いておりますが、生活関連全体では前期を下回りました。

販売費及び一般管理費につきましては、延べ顧客数が減少したことと商品充足率が改善したことで別便での配送

数が減少したことで、配送関連費用は削減されました。前年同期は東日本大震災のため控えていた広告出稿を再開

したことで、広告費は前年同期より増加しました。その結果、販売費及び一般管理費は5,457百万円（前年同期比

1.3％増）となり、営業利益は146百万円（前年同期比 69.1％減）となりました。

営業外損益では、為替差益などの営業外収益が50百万円となり、経常利益は196百万円（前年同期比 61.4％

減）となりました。税金等調整前四半期純利益は196百万円（前年同期比 77.7％減）となり、四半期純利益は104

百万円（前年同期比 78.7％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、仕入債務及び法人税等の支払い等による現金及び預金の減少

等により前連結会計年度末と比べ1,094百万円減少し、41,139百万円となりました。負債合計は、仕入債務及び未

払法人税等の減少等により前連結会計年度末と比べ865百万円減少し、15,141百万円となりました。純資産合計

は、四半期純利益を計上した一方で配当を実施したことによる利益剰余金の減少等により前連結会計年度末と比べ

229百万円減少し、25,997百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

現時点におきましても、長期化する不況の影響や消費税増税の動き、欧州の債務危機等、経営環境の厳しさは今

後も続くものと考えられます。

このような状況の中、当社グループにおきましては、顧客とのさらなる長期的関係性の強化を 重要課題とし、

長期予約お届け型商品の開発・案内を強化してまいります。また、新規顧客開拓策においても、長期的な購入を高

めるための活動を強化するとともに、新事業においても継続型ビジネスでの拡大を推進してまいります。

しかしながら、当第１四半期連結累計期間の業績及び現在進行中の第２四半期連結会計期間の状況から、本日

（平成24年７月６日）開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」の通り、第２四半期連結累計期間及

び通期の連結業績予想をそれぞれ修正しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,109 14,637

売掛金 4,047 3,981

有価証券 1,504 1,506

信託受益権 2,215 2,034

商品 5,022 5,356

貯蔵品 154 112

その他 981 1,065

貸倒引当金 △78 △71

流動資産合計 28,955 28,623

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,008 1,976

土地 3,984 3,984

その他（純額） 657 639

有形固定資産合計 6,650 6,601

無形固定資産 3,779 3,813

投資その他の資産

投資有価証券 1,568 808

その他 1,283 1,297

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 2,847 2,100

固定資産合計 13,278 12,515

資産合計 42,233 41,139

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,071 2,268

支払信託 8,184 7,069

未払法人税等 209 161

販売促進引当金 337 332

その他の引当金 348 449

その他 2,258 2,249

流動負債合計 13,409 12,530

固定負債

退職給付引当金 2,236 2,250

その他 361 360

固定負債合計 2,598 2,611

負債合計 16,007 15,141
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,868 1,868

資本剰余金 4,842 4,842

利益剰余金 20,436 20,245

自己株式 △385 △385

株主資本合計 26,761 26,570

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △0 △3

繰延ヘッジ損益 18 △4

為替換算調整勘定 △554 △565

その他の包括利益累計額合計 △535 △573

純資産合計 26,226 25,997

負債純資産合計 42,233 41,139
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

売上高 11,059 10,484

売上原価 5,210 4,926

売上総利益 5,849 5,558

返品調整引当金戻入額 181 180

返品調整引当金繰入額 167 134

差引売上総利益 5,864 5,604

販売費及び一般管理費 5,390 5,457

営業利益 474 146

営業外収益

受取利息 8 6

為替差益 1 20

受取補償金 5 3

その他 18 20

営業外収益合計 34 50

営業外費用

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 508 196

特別利益

固定資産売却益 389 －

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 389 －

特別損失

固定資産除却損 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14 －

特別損失合計 16 －

税金等調整前四半期純利益 881 196

法人税、住民税及び事業税 420 147

法人税等調整額 △32 △56

法人税等合計 388 91

少数株主損益調整前四半期純利益 493 104

四半期純利益 493 104
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（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 493 104

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △3

繰延ヘッジ損益 △5 △23

為替換算調整勘定 △5 △11

その他の包括利益合計 △10 △38

四半期包括利益 482 66

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 482 66

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

販売の状況

販売実績

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

３．補足情報

品 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

金額 (百万円)
前年同期比

(%)
構成比 (%) 金額 (百万円)

前年同期比
(%)

構成比 (%)

服飾・服飾雑貨 7,947 105.5 71.9 7,514 94.6 71.7

生活関連 2,856 98.0 25.8 2,775 97.2 26.5

その他 256 108.5 2.3 194 76.1 1.8

合計 11,059 103.5 100.0 10,484 94.8 100.0
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