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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期

第３四半期連結
累計期間

第47期
第３四半期連結
累計期間

第46期
第３四半期連結
会計期間

第47期
第３四半期連結
会計期間

第46期

会計期間

自平成22年
３月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
３月１日
至平成23年
11月30日

自平成22年
９月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
９月１日
至平成23年
11月30日

自平成22年
３月１日
至平成23年
２月28日

売上高（百万円） 32,888 33,803 10,840 11,450 45,694

経常利益又は経常損失（△）（百

万円）
△142 938 △330 △61 988

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円）
△136 395 △203 △27 520

純資産額（百万円） － － 25,248 25,902 25,858

総資産額（百万円） － － 41,206 41,808 42,064

１株当たり純資産額（円） － － 2,559.202,626.212,621.76

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円）

△13.83 40.10 △20.65 △2.84 52.76

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 61.3 62.0 61.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
271 973 － － 1,463

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,284 993 － － △1,771

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△307 △298 － － △308

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 12,884 15,208 13,574

従業員数（人） － － 562 561 562

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　３．第46期第３四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当

たり四半期純損失であり、また、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。

　４．第46期の潜在株式調整後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。

　５．第47期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半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。

　６．第47期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、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。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年11月30日現在

従業員数（人） 561(470)

　（注） 従業員数は、正社員及び契約社員の人数であり、（　）は、臨時雇用者の当第３四半期連結会計期間の平均人員数

（１日８時間換算）を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成23年11月30日現在

従業員数（人） 395(446)

　（注）１．従業員数は、正社員及び契約社員の人数であり、（　）は、臨時雇用者の当第３四半期会計期間の平均人員数

（１日８時間換算）を外数で記載しております。

２．従業員数は就業人員であり、子会社への出向社員は含んでおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループは、カタログ等による一般消費者向けの通信販売を主な事業としておりますので、生産及び受注の状況

に替えて商品仕入実績を記載しております。

　また、当社グループは単一セグメント・単一事業部門であるため、品目ごとに商品仕入実績及び販売実績を記載して

おります。

(1）商品仕入実績

事業区分 品目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

　
　前年同四半期比（％）

　

通信販売事業

服飾・服飾雑貨（百万円） 3,931 103.9

生活関連（百万円） 1,505 101.2

その他（百万円） 270 171.1

合計（百万円） 5,707 105.1

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

事業区分 品目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

　
　前年同四半期比（％）

　

通信販売事業

服飾・服飾雑貨（百万円） 8,194 107.1

生活関連（百万円） 3,061 103.9

その他（百万円） 193 80.3

合計（百万円） 11,450 105.6

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日～平成23年11月30日）におけるわが国の経済は、平成23年３月

11日に発生した東日本大震災による影響が続いており、雇用や所得の改善も見られず、経済環境は依然厳しい状況

にあります。また、欧米諸国の経済危機や株価低迷、円高の進行等、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」の強化を中心に、

「新事業モデルの開発」、「顧客との長期的な関係性の構築」等を推し進めてまいりました。

顧客数に関しましては、新規顧客並びに休眠顧客からの獲得は、デジタルメディアや新聞広告等の積極的活用に

より、前年同期を上回りました。一方、期首顧客数が前年を下回ってスタートした影響に加え、継続率が若干低く推

移したことにより、延べ顧客数は前年同期に比べ減少しました。　

顧客の購入単価に関しては、婦人衣料品の開発と販売の強化を行ったことで、顧客の平均購入口数と商品単価が

上がり、前年同期に比べ増加しました。

これらの活動の結果、当第３四半期連結会計期間においては、売上高は11,450百万円（前年同期比5.6％増）と

なりました。売上げが増加したことで、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6,053百万円（前

年同期比4.4％増）となりました。販売費及び一般管理費は6,134百万円（前年同期比0.1％減）となりました。

利益面におきましては、営業損失は80百万円（前年同期は営業損失340百万円）、経常損失は61百万円（前年同

期は経常損失330百万円）、四半期純損失は27百万円（前年同期は四半期純損失203百万円）となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、第２四半期連結会計期間末に

比べ820百万円増加し、15,208百万円となりました。

営業活動の結果、389百万円の資金の増加（前年同期は、366百万円の増加）となりました。これは主に減価償却

費330百万円の計上及び仕入債務の増加319百万円があったことに対し、法人税等の支払い307百万円があったこと

によるものであります。

投資活動の結果、398百万円の資金の増加（前年同期は、166百万円の減少）となりました。これは主に有価証券

の償還による収入750百万円があったことに対し、無形固定資産の取得による支出268百万円があったことによる

ものであります。

財務活動の結果、１百万円の資金の減少（前年同期は０百万円の減少）となりました。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

（4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除

却等について重要な変更があったものは、以下の設備であります。

「基幹システム」は、平成21年９月に着手し開発を進めておりましたが、平成23年６月に当該システムの開発ベ

ンダーの事情により、開発の継続が困難となったため、一旦開発を中断し、計画全体の見直しを進めてまいりまし

た。

当第３四半期連結会計期間において、総投資額2,700百万円、完成予定を平成26年３月とする新たな計画を策定し

開発を再開しております。　

「基幹システム」は当初投資予定総額を1,600百万円として進めておりましたが、開発ベンダーの変更に伴い第

２四半期連結会計期間において、既に計上しておりましたソフトウエア仮勘定のうち、586百万円を除却しておりま

す。なお、「基幹システム」のうち商品管理に係る一部のサブシステムは、平成24年11月に先行稼働する予定であり

ます。

　

会社名
事業所名
(所在地) 

設備の内容
投資予定金額

資金調達方法
着手及び完了予定年月

完成後の
増加能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

提出会社　

エスパス

フェリシモ

（神戸市須磨区）

基幹システム 2,700 966　 自己資金 平成21年９月
平成26年３月

（注）２　
－

（注）１.金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　２.基幹システムのうち商品管理に係る一部のサブシステムは、平成24年11月に先行稼働する予定であります。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 33,427,200

計 33,427,200

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年１月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,043,500 10,043,500
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 10,043,500 10,043,500 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成17年５月31日定時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

新株予約権の数（個） 818

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 81,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,750

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月１日

至　平成24年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　１株当たり1,750

資本組入額　１株当たり　875

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権

者」という。）は、権利行使時において、会社又は関係

会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有

している者並びに当社又は当社子会社と業務の請負契

約を締結している者とする。ただし、その他、取締役会

が認める正当な理由がある場合にはこの限りではな

い。

②　本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を

行使することができないものとする。

③　本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないもの

とする。

④　その他の条件については、取締役会決議並びに株主総会

に基づき、会社と対象取締役及び従業員等との間で締

結した「株式会社フェリシモ 新株予約権付与契約

書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は1,000個で、そのうち付与数は945個です。以降、退職等の

理由により付与された新株予約権を行使する資格を喪失した者がおりますので、減少しております。

２．当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数が調整されます。但し、かかる調

整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

若しくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．株式の分割・併合及び時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げます。

    
　

既発行

株式数

　

＋

新規発行株式数 ×
一株当たり

払込金額

調整後

払込金額

　

＝

　

調整前

払込金額

　

×
　

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

（併合の場合は減少株式数を減ずる）
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当次項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成23年９月１日～

平成23年11月30日
－ 10,043,500 － 1,868 － 4,842

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】　

 平成23年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　180,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　9,860,800 98,608 －

単元未満株式 普通株式　　　2,400 － －

発行済株式総数 10,043,500 － －

総株主の議決権 － 98,608 －

②【自己株式等】

 平成23年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社フェリシモ
神戸市中央区浪花町

59番地
180,300 － 180,300 1.79

計 － 180,300 － 180,300 1.79
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 1,050 987 981 1,109 1,233 1,176 1,120 1,101 1,033

最低（円） 776 922 941 964 1,070 1,032 1,010 1,024 960

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日から

平成23年11月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平

成22年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法

人による四半期レビューを受けております。
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１【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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,642 11,884

売掛金 3,959 4,626

有価証券 1,608 1,605

信託受益権 2,202 2,244

商品 5,678 4,639

貯蔵品 180 212

その他 1,108 1,029

貸倒引当金 △71 △69

流動資産合計 28,307 26,174

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,050

※1
 2,183

土地 3,984 3,984

その他（純額） ※1
 721

※1
 892

有形固定資産合計 6,756 7,060

無形固定資産 3,784 4,386

投資その他の資産

投資有価証券 1,566 2,332

その他 1,398 2,168

貸倒引当金 △5 △58

投資その他の資産合計 2,959 4,442

固定資産合計 13,500 15,889

資産合計 41,808 42,064

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,507 2,045

支払信託 7,490 8,494

未払法人税等 36 377

販売促進引当金 303 333

その他の引当金 569 373

その他 2,442 2,129

流動負債合計 13,349 13,753

固定負債

退職給付引当金 2,193 2,091

その他 362 360

固定負債合計 2,555 2,452

負債合計 15,905 16,205
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28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 20,180 20,081

自己株式 △385 △385

株主資本合計 26,506 26,406

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2 2

繰延ヘッジ損益 △2 △4

為替換算調整勘定 △598 △545

評価・換算差額等合計 △603 △547

純資産合計 25,902 25,858

負債純資産合計 41,808 42,064

EDINET提出書類

株式会社フェリシモ(E03467)

四半期報告書

13/25



（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 32,888 33,803

売上原価 15,545 15,891

売上総利益 17,343 17,911

返品調整引当金戻入額 185 181

返品調整引当金繰入額 184 163

差引売上総利益 17,343 17,930

販売費及び一般管理費 ※1
 17,574

※1
 17,021

営業利益又は営業損失（△） △230 908

営業外収益

受取利息 27 26

受取補償金 41 22

その他 70 59

営業外収益合計 140 108

営業外費用

支払利息 0 －

為替差損 51 32

支払補償費 － 42

その他 1 2

営業外費用合計 52 77

経常利益又は経常損失（△） △142 938

特別利益

固定資産売却益 － ※2
 375

貸倒引当金戻入額 － 1

特別利益合計 － 377

特別損失

固定資産除却損 20 ※3
 601

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 20 615

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△163 700

法人税、住民税及び事業税 76 391

法人税等調整額 △103 △86

法人税等合計 △26 304

少数株主損益調整前四半期純利益 － 395

四半期純利益又は四半期純損失（△） △136 395
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 10,840 11,450

売上原価 5,067 5,405

売上総利益 5,773 6,045

返品調整引当金戻入額 211 172

返品調整引当金繰入額 184 163

差引売上総利益 5,800 6,053

販売費及び一般管理費 ※
 6,140

※
 6,134

営業損失（△） △340 △80

営業外収益

受取利息 8 8

受取補償金 10 6

その他 24 20

営業外収益合計 43 35

営業外費用

為替差損 34 15

その他 － 1

営業外費用合計 34 16

経常損失（△） △330 △61

特別利益

固定資産売却益 － △5

貸倒引当金戻入額 － 1

特別利益合計 － △4

特別損失

固定資産除却損 0 12

特別損失合計 0 12

税金等調整前四半期純損失（△） △330 △78

法人税、住民税及び事業税 △55 32

法人税等調整額 △71 △83

法人税等合計 △127 △50

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △27

四半期純損失（△） △203 △27
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△163 700

減価償却費 1,156 990

引当金の増減額（△は減少） 272 218

受取利息及び受取配当金 △27 △26

売上債権の増減額（△は増加） 928 665

たな卸資産の増減額（△は増加） △462 △1,008

仕入債務の増減額（△は減少） △1,014 △534

未払金の増減額（△は減少） △142 251

その他 18 396

小計 565 1,652

利息及び配当金の受取額 48 51

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △342 △731

営業活動によるキャッシュ・フロー 271 973

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △578 △643

定期預金の払戻による収入 45 561

有価証券の償還による収入 1,500 1,500

有形固定資産の取得による支出 △40 △39

無形固定資産の取得による支出 △1,450 △733

投資有価証券の取得による支出 △762 △761

投資不動産の売却による収入 － 1,060

その他 1 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,284 993

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △11 △3

配当金の支払額 △295 △295

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △307 △298

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,367 1,634

現金及び現金同等物の期首残高 14,251 13,574

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 12,884

※
 15,208
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

   資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「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。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ０百万円、

税金等調整前四半期純利益は15百万円減少しております。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18百万円であります。

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっており

ます。

２．繰延税金資産の算定方法 　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等の著

しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前連結会計年度末から

大幅な変動がないと認められる場合には、前連結会計年度末において採用した将来の

業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年11月30日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、6,654百万円であ

ります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、6,563百万円であ

ります。

　２．当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

１行と当座貸越契約を締結しております。

　この契約に基づく当四半期連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　２．当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

１行と当座貸越契約を締結しております。

　この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,000百万円

借入実行残高 －

差引額 1,000

当座貸越極度額 1,000百万円

借入実行残高 －

差引額 1,000

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※1．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

広告費 5,247百万円

運送費 2,255

給与手当 2,909

賞与引当金繰入額 393

減価償却費 1,153

広告費 5,139百万円

運送費 2,161

給与手当 2,826

賞与引当金繰入額 391

減価償却費 988

  ２．              ────── ※２．固定資産売却益の主なものは、投資その他の資産 そ

の他（投資不動産）の売却益369百万円であります。

  ３．              ────── ※３．固定資産除却損の主なものは、無形固定資産（ソフ

トウエア仮勘定）の除却損593百万円であります。

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

広告費 1,948百万円

運送費 781

給与手当 930

賞与引当金繰入額 182

減価償却費 387

広告費 2,057百万円

運送費 719

給与手当 903

賞与引当金繰入額 178

減価償却費 329
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

  ※．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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11月30日現在）

  ※．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年11月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 11,136

信託受益権勘定 2,279

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金
△531

現金及び現金同等物 12,884

 （百万円）

現金及び預金勘定 13,642

信託受益権勘定 2,202

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金
△636

現金及び現金同等物 15,208

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　

平成23年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  10,043千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  180千株

３．配当に関する事項

配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年５月25日

定時株主総会
普通株式 295 30 平成23年２月28日 平成23年５月26日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）

　当社グループは、服飾・服飾雑貨及び生活関連商品を中心とした通信販売事業を単一で行っているため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日）

　当社グループは、服飾・服飾雑貨及び生活関連商品を中心とした通信販売事業を単一で行っているため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）

　海外売上高は、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。

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日）

　海外売上高は、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。

【セグメント情報】

  当第３四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日）

　当社グループは、服飾・服飾雑貨及び生活関連商品を中心とした通信販売事業の単一セグメントであるため、記

載を省略しております。　

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平

成20年３月21日）を適用しております。　

（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（有価証券関係）

  有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないため、記載を省略しております。

（注）第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しているため、第１四半期連結会計期間の期首における残高を前連結会計年度末日における

残高としております。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年11月30日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 2,626.21円 １株当たり純資産額 2,621.76円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額 13.83円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、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。　

１株当たり四半期純利益金額 40.10円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半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。　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △136 395

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
△136 395

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,863 9,863

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額 20.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、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。

１株当たり四半期純損失金額 2.84円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、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。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

四半期純損失（百万円） 203 27

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 203 27

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,863 9,863

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　リース取引開始日が平成21年２月28日以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て処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連結会

計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年１月14日

株　式　会　社　フ　ェ　リ　シ　モ

取　締　役　会　御　中

あ ら た 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 萩　森　正　彦

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フェリシ

モの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成

22年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フェリシモ及び連結子会社の平成22年11月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年１月13日

株　式　会　社　フ　ェ　リ　シ　モ

取　締　役　会　御　中

あ ら た 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 萩　森　正　彦

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フェリシ

モの平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日から平成

23年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フェリシモ及び連結子会社の平成23年11月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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