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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 4,251 △1.5 △201 ― △203 ― △128 ―
24年3月期第2四半期 4,316 10.3 66 ― 68 ― 38 ―

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3月期第2四半期 △6,077.89 ―
24年3月期第2四半期 1,815.24 ―

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

25年3月期第2四半期 3,909 2,753 70.4 129,928.53
24年3月期 4,188 2,923 69.8 137,969.42
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,753百万円 24年3月期  2,923百万円

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3月期 ― 0.00 ― 1,963.00 1,963.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 2,832.00 2,832.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 11,565 19.2 2 △99.0 0 △99.6 0 △99.6 27.06



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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3月期2Q 21,190 株 24年3月期 21,190 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 21,190 株 24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に対するレビュー手続き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 
（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の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
際の業績等はさまざま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、国内公共投資など東日本大震災の復興需要を背景に、底堅さをみ

せましたが、欧州債務危機再燃や中国への経済不安などによる海外経済の減速や、円高の長期化などにより、先行

き不透明な状況が続いております。 

当社が属する衣料小売業界におきましても、個人消費が軟調に推移し、デフレ状況が続くなか、天候不順や夏

季セール時期の一部前倒しなどが発生し、依然として厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社では売上拡大のため、以下の施策に取り組んでまいりました。 

まず、プロモーション活動では、人気俳優やタレントをキャスティングした、当社初となる大型テレビCMを関

東・関西地区で放映、当社が目指す「明日が楽しくなる」サービスを映像化し、ブランディングとセール期の集客

拡大に貢献いたしました。 

また、提携ファッション誌とのコラボ企画などのコンテンツ強化及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、当社独自の編集企画の充実を図ってまいりました。 

同時に、平成24年９月20日には、「自分のためのセレクトショップ」という新しいコンセプトを実現する新サ

イトとしてリニューアルオープンし、ファッションＥコマースの業界でも先進的なテクノロジーとデザインを導入

し、中期経営計画の達成に向けた大きな布石を打ちました。 

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５万人強増加し、平成24年９月末現在162万９千

人（前年同期末比11.8％増）となり、売上高は前年から微減に止めることができました。しかし、積極的な広告宣

伝が利益を圧迫したことに加えて、競争激化による利益率の低下により、営業利益は前年を大きく下回りました。

以上の結果、当社の当第２四半期累計期間の売上高は4,251百万円（前年同期比1.5％減）、営業損失は201百万

円（前年同期は営業利益66百万円）、経常損失は203百万円（前年同期は経常利益68百万円）、四半期純損失は128

百万円（前年同期は四半期純利益38百万円)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、日本 大級のファッションECサイト「MAGASEEK」を運営しており、当事業における平成24年９月末現在の取り

扱いブランド数は447となりました。 

当第２四半期累計期間には、７月１日より関東地区と関西地区でテレビCMを放映し、集客と認知の強化を図る

と同時に、新規登録者や初回購入者向けにポイント付与キャンペーンを実施し、新規顧客の獲得に注力してまいり

ました。一方で、セール開始日を後ろ倒しにする百貨店の影響により、セールの開催時期はブランド毎にばらつき

が見られたものの、当社はブランドの意向を尊重しつつ、一部前倒しでセールを開始するなど柔軟に対応いたしま

した。しかし、結果的にセール期間が長引くこととなり、夏のセール商戦は盛り上がりに欠けるものとなりまし

た。 

セール終了後は予約販売を中心に秋冬商品の受注拡大に努め、小学館の雑誌「CanCam」の人気モデルや人気ス

タイリストなどがセレクトする、流行のキーワードによるファッション商品への誘導を行うキュレーター企画を開

始いたしました。また、宝島社とは、雑誌「InRed」と共同で、オリジナルブランド「ナンバーフォークローゼッ

ト」の商品の販売を行いました。一方で、集英社との共同事業である「LEEマルシェ」を平成24年７月末でクロー

ズし、当第２四半期における売上減少の一因となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,432百万円（前年同期比3.5％減）、セグメント損失は44百万

円（前年同期はセグメント利益244百万円)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ECサイト

「OUTLET PEAK」を運営いたしており、平成24年９月末現在の取り扱いブランドは243となりました（マガシーク事

業と共通である取り扱いブランドを含む）。 

当事業の実施施策につきましては、新たにアダムエロペ、アーバンリサーチなどのセレクト業態を誘致し、売

上拡大に努めました。また、秋冬向けにアウトレットピーク用にコートなどの商品を準備し、下期売上拡大の布石

を打ちました。 

９月末に岐阜県から神奈川県座間市への倉庫移転を行いましたが、移転に際して在庫の内容を精査し、不動在

庫の再値下げやメーカーへの返品を実施して売れ筋商品に絞り込むことで、回転率を向上させるとともに移転費用

を 小化いたしました。アウトレット商品の需要は底固く、既存仕入先からの商品の確保も進み、比較的堅調に運

営することができました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は815百万円（前年同期比7.7％増）、セグメント利益は３百万円

（前年同期比78.4％減）となりました。 

  

③ その他事業 

平成24年９月よりフルフィルメント事業の第１弾として、ブランドのオフィシャルECサイトを受託する事業と

して「LAISSE PASSE Online Shop」をオープンいたしました。これを含む、当第２四半期累計期間の売上高は３百

万円（前年同期比38.2％増）、セグメント損失は43百万円（前年同期はセグメント損失12百万円）となりました。

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末の資産合計は3,909百万円となり、前事業年度末と比較して279百万円減少いたしまし

た。主な要因は、ソフトウエアが419百万円及び敷金が141百万円増加したものの、現金及び預金が672百万円及び

ソフトウエア仮勘定が278百万円減少したことによるものであります。 

負債合計は1,156百万円となり、前事業年度末と比較して108百万円減少いたしました。主な要因は、未払金が75

百万円及び資産除去債務が27百万円増加したものの、買掛金が94百万円及び未払法人税等が116百万円減少したこ

とによるものであります。 

純資産合計は2,753百万円となり、前事業年度末と比較して170百万円減少いたしました。主な要因は剰余金の配

当により41百万円及び利益剰余金が四半期純損失により128百万円減少したことによるものであり、自己資本比率

は70.4％となりました。 

  

〈キャッシュ・フローの状況〉  

当第２四半期累計期間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671百万円

減少し、1,768百万円となりました。 

  

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） 

営業活動の結果使用した資金は278百万円（前年同四半期は801百万円の獲得）となりました。これは主に売上債

権の減少額110百万円及び減価償却費99百万円の増加要因があったものの、仕入債務の減少額94百万円、法人税等

の支払117百万円及び税引前四半期純損失203百万円による資金の減少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351百万円（前年同四半期は91百万円の使用）となりました。これは有形固定資

産の取得38百万円、無形固定資産の取得151百万円及び敷金の差入による支出141百万円によるものであります。 

  

（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41百万円（前年同四半期は27百万円の使用）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 

 平成25年３月期の通期業績予想につきましては、平成24年10月25日「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表

したとおりであります。 

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 837,771 165,747

売掛金 434,911 324,404

有価証券 1,602,085 1,602,573

商品 304,273 323,044

貯蔵品 5,365 5,154

前払費用 36,835 45,265

繰延税金資産 69,951 147,320

未収入金 12,570 11,318

その他 56 22,844

流動資産合計 3,303,821 2,647,673

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 25,372 92,968

工具、器具及び備品（純額） 115,139 149,473

建設仮勘定 27,029 －

有形固定資産合計 167,541 242,442

無形固定資産   

商標権 24,257 20,762

ソフトウエア 327,959 747,048

ソフトウエア仮勘定 280,125 1,900

その他 3,086 6,398

無形固定資産合計 635,428 776,108

投資その他の資産   

関係会社株式 － 102

関係会社長期貸付金 － 19,204

長期前払費用 1,320 960

繰延税金資産 5,963 7,165

敷金 74,703 216,035

投資その他の資産合計 81,986 243,467

固定資産合計 884,957 1,262,018

資産合計 4,188,778 3,909,692
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 785,932 691,122

未払金 234,354 309,670

未払法人税等 120,253 4,006

賞与引当金 19,605 19,605

返品調整引当金 5,873 3,799

ポイント引当金 48,934 56,650

その他 33,656 26,038

流動負債合計 1,248,609 1,110,893

固定負債   

退職給付引当金 10,952 12,165

資産除去債務 5,643 33,447

固定負債合計 16,596 45,613

負債合計 1,265,206 1,156,506

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 1,011,329 840,942

株主資本合計 2,923,572 2,753,185

純資産合計 2,923,572 2,753,185

負債純資産合計 4,188,778 3,909,692
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,316,915 4,251,477

売上原価 3,187,943 3,204,971

売上総利益 1,128,971 1,046,506

返品調整引当金戻入額 5,706 5,873

返品調整引当金繰入額 4,694 3,799

差引売上総利益 1,129,983 1,048,579

販売費及び一般管理費 1,063,148 1,249,876

営業利益又は営業損失（△） 66,835 △201,296

営業外収益   

受取利息 369 676

債務勘定整理益 728 393

その他 496 403

営業外収益合計 1,594 1,473

営業外費用   

倉庫移転関連費用 － 2,983

為替差損 － 913

営業外費用合計 － 3,896

経常利益又は経常損失（△） 68,429 △203,720

特別損失   

固定資産除却損 316 59

特別損失合計 316 59

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 68,113 △203,779

法人税、住民税及び事業税 44,678 3,581

法人税等調整額 △15,029 △78,570

法人税等合計 29,648 △74,989

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38,465 △128,790
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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
（△）

68,113 △203,779

減価償却費 135,001 99,455

賞与引当金の増減額（△は減少） 869 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,011 △2,073

ポイント引当金の増減額（△は減少） 16,947 7,716

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,250 1,212

受取利息 △369 △676

固定資産除却損 316 59

売上債権の増減額（△は増加） 647,898 110,507

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,896 △18,560

未収入金の増減額（△は増加） 18,554 1,251

仕入債務の増減額（△は減少） 99,519 △94,809

未払金の増減額（△は減少） △80,417 △26,896

その他 △40,048 △34,730

小計 862,727 △161,324

利息の受取額 369 610

法人税等の支払額 △61,646 △117,522

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,449 △278,237

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 △1,056 △38,621

無形固定資産の取得による支出 △90,601 △151,950

敷金の差入による支出 － △141,332

関係会社株式の取得による支出 － △102

関係会社貸付けによる支出 － △19,897

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,658 △351,904

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △27,036 △41,395

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,036 △41,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 682,754 △671,536

現金及び現金同等物の期首残高 1,660,327 2,439,857

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,343,082 1,768,320
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  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 海外におけるEコマース事業の展開を目指し第２四半期累計期間において、子会社２社を設立いたしましたが、資

産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸

表は作成しておりません。 

（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

４．その他
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