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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 6,573 △4.4 △341 ― △338 ― △358 ―
24年3月期第3四半期 6,877 8.9 159 88.8 161 82.7 87 77.4

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3四半期 △16,915.45 ―
24年3月期第3四半期 4,133.84 ―

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3四半期 4,014 2,523 62.9 119,090.97
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3四半期  2,523百万円 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  ：  有   

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） 0.00 0.00

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  ：  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

通期 9,600 △1.0 △511 ― △509 ― △533 ― △25,153.37



(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3Q 21,190 株 24年3月期 21,190 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q ― 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3Q 21,190 株 24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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要が景気を下支えしながらも、欧州や中国

をはじめとした対外経済環境を巡る不確実性は依然として高く、全世界的な景気減速を背景に、予断を許さない状

況が続きました。また個人消費は概ね横ばいで、実雇用者所得は底堅さを見せつつも、消費マインドは依然として

軟調に推移しています。 

 当社が属する衣料小売業界におきましても、デフレ状況が続くなか、大手同業他社による送料無料や大幅なポイ

ント還元などの値引きが実施され、サービス競争や価格競争が激化しました。 

 このような環境の中、当社では他社との差別化を図ることで売上を獲得すべく、以下の施策に取り組みました。

まず、各セール期において、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

地区等で放映しました。これは、当社が目指す「明日が楽しくなる」サービスを映像化するもので、ブランディン

グとセール期の集客拡大に貢献しました。 

 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。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りました。 

 また、神奈川県座間市に物流倉庫を移転し、画像のクオリティ向上やデリバリー時間の短縮など、より良いサー

ビスを顧客に提供する体制を整えました。 

 一方で、新たな収益源の確保として、ブランドのオフィシャルECサイトを受託するECS事業を立ち上げたほか、

平成24年11月１日には中国におけるEC事業をスタートさせ、海外進出の足がかりを作りました。 

 これらの施策により、総会員数は、当第３四半期累計期間中に10万人強増加し、平成24年12月末現在167万７千

人（前年同期末比10.8％増）となったものの、アクティブ会員数は減少し売上高は前年を下回りました。また、前

述の各種施策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３四半期累計期間の売上高は6,573百万円（前年同期比4.4％減）、営業損失は341百万

円（前年同期は営業利益159百万円）、経常損失は338百万円（前年同期は経常利益161百万円）、四半期純損失は

358百万円（前年同期は四半期純利益87百万円)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、当事業における平成24年12月末現在の取り扱いブ

ランド数は472となりました。 

 当第３四半期累計期間のファッションＥコマース市場は、百貨店や駅ビルなどにおける値引き販売が拡大すると

ともに、同業他社による送料無料やポイント還元による大幅な値引き等が実施され、サービス競争や価格競争が激

化したことで、各社ともに利益率が著しく低下する厳しい環境が続きました。 

 このような環境の中、当社におきましては、平成24年７月１日より関東地区と関西地区において、平成24年12月

30日より関東・関西・名古屋・北海道地区においてテレビCMを放映し、認知度の向上と集客力の強化を図りまし

た。また、新規登録者や初回購入者向けにポイント付与を実施し新規顧客の獲得に注力する一方で、「うっかりセ

ール」と題してセール自体にブランディング戦略を盛り込むことで、テレビCMとの相乗効果を得ることができまし

た。 

 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や、年末の福袋の予約販売においては、従来のアパレルブランド福袋

だけでなく、人気のモデルやスタイリストがセレクトしたアイテムを福袋に纏めた「Trendsetter's Choice スペ

シャル福袋」を提供するなど、独自の手法で顧客にアプローチしました。また、宝島社とは、雑誌「GLOW」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」の商品の販売と合わせて、各種ファッションイベントに

参加し、同ブランドの普及に努めました。一方で、収益性向上のため事業の見直しを行った結果、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３四半期累計期間における取扱いブランド数減

少の一因となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は5,312百万円（前年同期比6.1％減）、セグメント損失は84百万円

（前年同期はセグメント利益415百万円)となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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」を運営し、平成24年12月末現在の取り扱いブランドは271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充実させることに加えて、日替

わりタイムセール等の施策を講じ、売上拡大の布石を打ちました。一方で、「MAGASEEK」で取り扱いのないブラン

ドの導入を進めることで当事業独自の顧客を獲得し、アウトレット購入のメリットの薄れるセール期でも安定的な

収益を確保する体制の構築を目指しました。 

 平成24年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。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,250百万円（前年同期比2.9％増）、セグメント損失は16百万円

（前年同期はセグメント利益39百万円）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

「LAISSE PASSE Online Shop」をオープンしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は10百万円（前年同期比187％増）、セグメント損失は66百万円

（前年同期はセグメント損失17百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の資産合計は、4,014百万円となり、前事業年度末と比較して174百万円減少いたしまし

た。主な要因は、商品が141百万円、ソフトウエアが369百万円及び敷金が141百万円増加したものの、現金及び預

金が664百万円及びソフトウエア仮勘定が239百万円減少したことによるものであります。 

負債合計は1,490百万円となり、前事業年度末と比較して225百万円増加いたしました。主な要因は、買掛金が

189百万円及びポイント引当金が49百万円増加したことによるものであります。 

純資産合計は2,523百万円となり、前事業年度末と比較して400百万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358百万円減少したことによるものであり、自己資本比率

は62.9％となりました。 

   

（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日に公表しました業績予想を修正しています。

詳しくは、本日別途公表した「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

   

   

（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３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 837,771 173,027

売掛金 434,911 502,217

有価証券 1,602,085 1,402,811

商品 304,273 445,817

貯蔵品 5,365 10,092

前払費用 36,835 40,671

繰延税金資産 69,951 66,909

未収入金 12,570 18,908

未収還付法人税等 － 72,140

その他 56 33,518

流動資産合計 3,303,821 2,766,115

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 25,372 90,940

工具、器具及び備品（純額） 115,139 141,601

建設仮勘定 27,029 －

有形固定資産合計 167,541 232,542

無形固定資産   

商標権 24,257 18,879

ソフトウエア 327,959 697,859

ソフトウエア仮勘定 280,125 40,589

その他 3,086 6,398

無形固定資産合計 635,428 763,727

投資その他の資産   

関係会社株式 － 102

関係会社長期貸付金 － 35,045

長期前払費用 1,320 957

繰延税金資産 5,963 －

敷金 74,703 216,035

投資その他の資産合計 81,986 252,140

固定資産合計 884,957 1,248,410

資産合計 4,188,778 4,014,526
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 785,932 975,374

未払金 234,354 331,699

未払法人税等 120,253 －

賞与引当金 19,605 －

返品調整引当金 5,873 5,898

ポイント引当金 48,934 97,951

その他 33,656 33,991

流動負債合計 1,248,609 1,444,915

固定負債   

退職給付引当金 10,952 12,508

資産除去債務 5,643 33,564

固定負債合計 16,596 46,073

負債合計 1,265,206 1,490,988

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 1,011,329 611,294

株主資本合計 2,923,572 2,523,537

純資産合計 2,923,572 2,523,537

負債純資産合計 4,188,778 4,014,526
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 6,877,615 6,573,857

売上原価 5,063,481 4,988,268

売上総利益 1,814,134 1,585,589

返品調整引当金戻入額 5,706 5,873

返品調整引当金繰入額 7,185 5,898

差引売上総利益 1,812,654 1,585,564

販売費及び一般管理費 1,653,158 1,926,973

営業利益又は営業損失（△） 159,495 △341,409

営業外収益   

受取利息 673 1,097

為替差益 － 3,128

債務勘定整理益 1,052 393

その他 706 892

営業外収益合計 2,432 5,512

営業外費用   

倉庫移転関連費用 － 3,083

営業外費用合計 － 3,083

経常利益又は経常損失（△） 161,928 △338,981

特別損失   

固定資産除却損 316 6,060

特別損失合計 316 6,060

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 161,612 △345,041

法人税、住民税及び事業税 94,118 4,391

法人税等調整額 △20,102 9,005

法人税等合計 74,016 13,397

四半期純利益又は四半期純損失（△） 87,596 △358,438
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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３四半期累計期間において、子会社を２社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。 

（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

４．その他
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