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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 1,095 △9.3 54 △12.7 41 △11.5 30 △27.3

25年3月期第2四半期 1,208 △21.7 62 △51.0 46 △57.5 42 △54.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 169百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 6百万円 （△90.8％）

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

26年3月期第2四半期 3.08 ―

25年3月期第2四半期 4.32 4.32

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

26年3月期第2四半期 2,529 953 37.6 94.06
25年3月期 2,267 764 33.5 76.73

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  951百万円 25年3月期  760百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年3月期 ― 0.00

26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 2,400 △0.1 150 4.4 115 8.3 100 15.2 10.08



(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ます。なお、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
に基づく四半期報告書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 
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。 

※  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） 26年3月期2Q 10,458,000 株 25年3月期 10,458,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 341,300 株 25年3月期 541,300 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 9,997,574 株 25年3月期2Q 9,816,700 株
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 
 （１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策による株高・円安の流れが続き、景気回

復の兆しが見られる状況となりました。当社が属する通信販売業界におきましても、景気回復の流れから、個

人消費も緩やかな上昇基調で推移いたしました。一方で平成26年４月の消費税率引き上げも決定され、今後

の消費動向には不透明な状況も残されています。 

このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、より一層の効率的経営を目指して

活動をしてまいりました。 

なお、セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 通販小売事業 

主力となります通信販売カタログの編集制作においては、新規顧客獲得を目的として第1四半期連結会

計期間から取り組みを始めた、新聞媒体への出稿を強化しております。取り扱う商品を原価率の低い当社

オリジナル商品に切り替えることで、利益を確保しながら一定数の新規顧客の獲得に成功いたしました。

また、オリジナル商品の掲載は当社の目指す「付加価値訴求型通販」へのアピールとなり、購買力の高い

既存顧客の思考と近い層の新規顧客獲得へと繋げております。顧客数の増加は今後の売上高増加へ直接的

に寄与するものと考え、今後も取り組みを進めて参ります。一方、既存顧客に向けた活動では、休眠顧客

の掘り起こしを目的としたカタログを発行し活性化を図ったほか、主力カタログ「夢みつけ隊」において

購入特典を充実させるなど、下位層顧客を上位層へと導く取り組みを進めており顧客稼働率の上昇による

売上高増加を目指しました。自社サイト「夢隊ＷＥＢ」においては、従来のPC サイトに加え、近年利用

者が増加しているスマートフォン・タブレット端末向けのサイトを制作し、顧客利便性の向上に努めると

共に、新規顧客獲得の強化を図りました。 

以上の結果、通販小売事業の売上高は1,027百万円（前年同四半期比9.1％減）となり、セグメント利

益は113百万円（前年同四半期比19.5％減）となりました。 

 

② 不動産事業 

不動産事業においては、市況を慎重に判断した上で、取得及び販売の時期を検討するとともに、保有す

る不動産の賃貸を行っております。 

以上の結果、不動産事業の売上高は 40 百万円（前年同四半期比 1.1％減）となり、セグメント利益は

22百万円（前年同四半期比117.7％増）となりました。 

 

③ その他 

グリストラップ浄化装置等のレンタル事業においては、新規の設備の取得は行わず、既存の設備のレン

タルを継続しております。ライフステージ株式会社は、介護施設を運営し、デイサービスを行っておりま

す。 

以上の結果、その他の売上高は28百万円（前年同四半期比24.6％減）となり、セグメント利益は４百

万円（前同四半期比36.4％減）となりました。 
 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は1,095百万円（前年同四半期比9.3％

減）、営業利益は54百万円（前年同四半期比12.7％減）、経常利益は41百万円（前年同四半期比11.5％

減）、四半期純利益は30百万円（前年同四半期比27.3％減）となりました。 
 

 （２）財政状態に関する説明 
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ261百万円増加し、2,529百万円となり

ました。主な要因は、投資有価証券が456百万円増加したことなどによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ71 百万円増加し、1,575 百万円となりました。主な要因は、短期借入金

が125百万円減少したこと、長期借入金が115百万円増加したことなどによります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ189百万円増加し、953百万円となりました。主な要因は、その他有価証

券評価差額金が138百万円増加したこと、及び四半期純利益30百万円により利益剰余金が増加したことなど

によります。 
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 744,280 550,492

受取手形及び売掛金 211,912 185,736

商品 79,674 70,738

販売用不動産 172,977 253,451

貯蔵品 2,454 2,432

繰延税金資産 41,020 39,825

その他 161,443 105,869

貸倒引当金 △18,033 △6,482

流動資産合計 1,395,729 1,202,064

固定資産   

有形固定資産   

建物 283,161 285,477

減価償却累計額 △35,884 △42,386

建物（純額） 247,277 243,090

車両運搬具 10,635 10,635

減価償却累計額 △10,233 △10,283

車両運搬具（純額） 401 352

工具、器具及び備品 47,958 47,958

減価償却累計額 △34,800 △35,089

減損損失累計額 △8,917 △8,917

工具、器具及び備品（純額） 4,240 3,950

機械及び装置 78,437 34,867

減価償却累計額 △57,543 △17,321

減損損失累計額 △12,477 △12,477

機械及び装置（純額） 8,416 5,069

土地 393,721 394,992

その他 10,617 12,885

減価償却累計額 △7,018 △8,101

その他（純額） 3,598 4,784

有形固定資産合計 657,656 652,239

無形固定資産 2,636 2,238

投資その他の資産   

投資有価証券 149,371 606,205

長期貸付金 2,840 2,600

繰延税金資産 4,293 －

その他 83,794 91,396

貸倒引当金 △28,339 △27,139

投資その他の資産合計 211,960 673,062

固定資産合計 872,252 1,327,540

資産合計 2,267,981 2,529,604
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 187,367 161,401

短期借入金 577,998 452,367

1年内返済予定の長期借入金 34,687 101,416

未払金 112,107 85,583

返品調整引当金 2,696 909

ポイント引当金 12,308 12,566

その他 39,395 39,501

流動負債合計 966,560 853,745

固定負債   

長期借入金 517,098 632,920

繰延税金負債 － 67,826

その他 20,204 21,282

固定負債合計 537,302 722,028

負債合計 1,503,862 1,575,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 534,204 534,204

資本剰余金 314,724 266,761

利益剰余金 112,390 143,231

自己株式 △186,734 △117,739

株主資本合計 774,584 826,457

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △13,688 125,144

その他の包括利益累計額合計 △13,688 125,144

少数株主持分 3,222 2,228

純資産合計 764,119 953,830

負債純資産合計 2,267,981 2,529,604
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,208,049 1,095,665

売上原価 577,109 514,306

売上総利益 630,940 581,358

販売費及び一般管理費 568,488 526,855

営業利益 62,452 54,503

営業外収益   

受取利息 59 52

受取配当金 342 342

業務受託手数料 1,445 710

その他 1,219 1,307

営業外収益合計 3,066 2,412

営業外費用   

支払利息 18,510 15,256

その他 433 417

営業外費用合計 18,943 15,674

経常利益 46,575 41,241

特別利益   

負ののれん発生益 － 800

特別利益合計 － 800

特別損失   

固定資産除却損 2,940 2,119

関係会社株式売却損 1 －

特別損失合計 2,942 2,119

税金等調整前四半期純利益 43,633 39,922

法人税、住民税及び事業税 9,785 5,261

法人税等調整額 10 4,014

法人税等合計 9,795 9,275

少数株主損益調整前四半期純利益 33,837 30,646

少数株主損失（△） △8,595 △194

四半期純利益 42,433 30,841
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 33,837 30,646

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27,404 138,832

その他の包括利益合計 △27,404 138,832

四半期包括利益 6,433 169,479

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 15,029 169,673

少数株主に係る四半期包括利益 △8,595 △194
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項 
（継続企業の前提に関する注記） 
該当事項はありません。 

 
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 
該当事項はありません。 
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