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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 49,754 6.3 2,175 △18.8 1,934 △21.0 1,020 △11.9

23年3月期第2四半期 46,822 1.8 2,678 75.5 2,450 47.7 1,158 11.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,399百万円 （64.6％） 23年3月期第2四半期 850百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 20.40 19.45
23年3月期第2四半期 23.12 21.84

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

24年3月期第2四半期 110,794 58,186 52.5 1,173.18
23年3月期 110,595 57,465 52.0 1,146.45

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  58,186百万円 23年3月期  57,465百万円

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

23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ― 7.50

24年3月期（予想） ― 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 109,000 5.4 6,800 1.0 6,700 5.3 4,200 △4.3 83.94



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※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。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、添付資
料Ｐ．３「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」をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
 当社は、平成23年11月11日（金）に機関投資家向け決算説明会を開催する予定です。この説明会の資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲
載する予定です。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 56,592,274 株 23年3月期 56,592,274 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 6,995,339 株 23年3月期 6,467,471 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 50,035,414 株 23年3月期2Q 50,125,461 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、先の東日本大震災後の復興努力によるサプライチェーンの急速な回

復などにより改善の兆しがみられたものの、欧州の金融不安や米国の景気後退懸念、円高の長期化など景気の先行

きに不透明感が続いております。 

 このような環境下におきまして、当社グループは継続的な成長性、収益性、安定性の実現に向け、引き続き顧客

ニーズを的確に捉えた商品展開と、Ｅコマースの拡大に努め、新規顧客及びリピート顧客の拡大を図って参りまし

た。また、財務健全化の一環として有利子負債の削減を図って参りました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比6.3％増）となりました。利益面に

おきましては、ファイナンス事業において営業貸付金及び利息返還請求の減少に伴い関連する引当金繰入額が減少

したものの、専門通販事業における積極的な媒体展開などで営業利益は 百万円（同18.8％減）となりまし

た。経常利益は、米国子会社の清算に伴い為替差損を計上したことにより 百万円（同21.0％減）となりまし

た。四半期純利益は、前連結会計年度に実施した不動産子会社の組織再編に起因した税効果等の影響で、 百

万円（同11.9％減）となりました。 

  

〔総合通販事業〕 

 東日本大震災の影響は比較的軽微で済み、「家庭用品」や「アパレル」などが順調に売上を伸ばした結果、売上

高は32,962百万円（同6.6％増）となりました。セグメント利益は売上原価率が上がる一方で、経費削減効果もあ

って211百万円（同78.1％増）となりました。 

  

〔専門通販事業〕 

 化粧品、健康食品の事業において、通期での増収を実現するため積極的な媒体展開を行いました。その結果、売

上高は10,160百万円（同6.8％増）、セグメント利益は294百万円（同75.7％減）となりました。 

  

〔ソリューション事業〕 

 総合通販事業の商品発送数の増加に加え、付加価値サービスの提供で、封入・同梱サービスが順調に拡大、また

通信販売代行等の受託サービスもクライアント企業に対する提案型営業が功を奏したため、売上高は2,072百万円

（同33.3％増）、セグメント利益は885百万円（同30.7％増）となりました。 

  

〔ファイナンス事業〕 

 不動産担保金融事業で営業貸付金残高の圧縮を図りました。国内消費者金融事業でも営業貸付金残高が減少した

ことに加え、昨年６月の貸付金利引下げの影響もあって、売上高は1,384百万円（同21.3％減）となりました。セ

グメント利益は、営業貸付金及び利息返還請求の減少に伴い関連する引当金繰入額が減少したため326百万円（同

58.4％増）となりました。 

  

〔プロパティ事業〕 

 賃料収入の低下もあって売上高は569百万円（同8.0％減）、セグメント利益は販売用不動産の評価損がなかった

ことや修繕費等が減少したことで162百万円（同51.6％増）となりました。 

  

〔その他の事業〕 

 和装の店舗展開を行っている㈱ＢＡＮＫＡＮ、㈱わものやが順調に売上を伸ばし、売上高は2,831百万円（同

9.9％増）となりました。セグメント利益は増収効果もあって、221百万円（2.5％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ637百万円増加し、 百万円と

なりました。これは主に商品及び製品が1,812百万円、受取手形及び売掛金が683百万円増加した一方で、販売用不

動産を仕掛販売用不動産の他、有形固定資産へ振り替えた結果、1,142百万円減少したことによるものでありま

す。固定資産は、前連結会計年度末に比べ437百万円減少し、 百万円となりました。これは主に破産更生債

権等が548百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ199百万円増加し、 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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（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,320百万円増加し、 百万円

となりました。これは主に支払手形及び買掛金が2,002百万円、未払費用が763百万円増加した一方で、未払法人税

等が871百万円、短期借入金が752百万円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比

べ1,841百万円減少し、 百万円となりました。これは主に長期借入金が1,344百万円減少したことによるもの

であります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ520百万円減少し、 百万円となりました。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ720百万円増加し 百万円と

なりました。これは主に四半期純利益が 百万円であった一方、自己株式を303百万円取得したことによるもの

であります。 

 この結果、自己資本比率は52.5％（前連結会計年度末は52.0％）となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結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、前連結会計年度末に比べ

2,099百万円減少し、 百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により取得した資金は前第２四半期連結累計期間より1,972百万円減少し、2,487百万円となりまし

た。これは主に営業貸付金の回収額が減少し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） 

 投資活動により使用した資金は前第２四半期連結累計期間より616百万円減少し、1,520百万円となりました。

これは主に定期預金の預入による支出が増加した一方で、有価証券の売却による収入の増加、投資有価証券の取

得による支出が減少したこと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） 

 財務活動により使用した資金は前第２四半期連結累計期間より6,239百万円減少し、3,114百万円となりまし

た。これは主に社債の償還による支出が減少したことによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日の公表から変更はありません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間より、連結納税制度の適用を含め国内子会社の一体管理が重要になってきたこと、ま

た、専門通販事業内での重要性が増してきたため、子会社である㈱ナースリーを連結の範囲に含めております。

 また、ビーエヌ インターナショナル ユーエスエー インクが平成23年４月、㈱ベルーナメーリングサービ

スが平成23年９月をもって清算結了しております。 

  

（２）四半期連結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。  

  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,688 20,494

受取手形及び売掛金 10,937 11,621

営業貸付金 15,793 15,633

有価証券 3,275 2,899

商品及び製品 9,215 11,028

原材料及び貯蔵品 605 634

販売用不動産 4,768 3,626

仕掛販売用不動産 433 839

繰延税金資産 1,356 877

その他 3,231 3,375

貸倒引当金 △1,351 △1,439

流動資産合計 68,954 69,592

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,154 11,205

機械装置及び運搬具（純額） 129 117

工具、器具及び備品（純額） 473 408

土地 15,125 15,584

リース資産（純額） 372 315

建設仮勘定 55 1

有形固定資産合計 27,310 27,632

無形固定資産   

のれん 361 296

リース資産 959 1,027

その他 3,881 3,367

無形固定資産合計 5,202 4,691

投資その他の資産   

投資有価証券 1,930 2,296

長期貸付金 1,009 695

破産更生債権等 5,877 5,329

繰延税金資産 1,664 1,335

その他 1,944 1,916

貸倒引当金 △3,300 △2,694

投資その他の資産合計 9,126 8,878

固定資産合計 41,640 41,202

資産合計 110,595 110,794
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,197 15,199

短期借入金 4,893 4,140

未払費用 5,786 6,549

リース債務 542 585

1年内償還予定の社債 200 200

1年内償還予定の新株予約権付社債 11,000 11,000

未払法人税等 1,117 245

賞与引当金 345 417

返品調整引当金 64 90

ポイント引当金 532 396

災害損失引当金 126 63

その他 1,729 1,965

流動負債合計 39,534 40,855

固定負債   

社債 700 600

長期借入金 8,494 7,149

利息返還損失引当金 2,042 1,816

リース債務 654 556

退職給付引当金 283 285

役員退職慰労引当金 213 215

資産除去債務 432 437

その他 774 692

固定負債合計 13,594 11,752

負債合計 53,129 52,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,607 10,607

資本剰余金 11,003 11,003

利益剰余金 46,215 46,860

自己株式 △8,796 △9,100

株主資本合計 59,029 59,370

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △77 △17

為替換算調整勘定 △1,486 △1,166

その他の包括利益累計額合計 △1,563 △1,184

少数株主持分 0 0

純資産合計 57,465 58,186

負債純資産合計 110,595 110,794
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 46,822 49,754

売上原価 19,939 21,633

売上総利益 26,882 28,121

返品調整引当金繰延差額 14 26

差引売上総利益 26,868 28,095

販売費及び一般管理費 24,190 25,920

営業利益 2,678 2,175

営業外収益   

為替差益 139 －

その他 250 374

営業外収益合計 390 374

営業外費用   

支払利息 252 183

為替差損 － 322

デリバティブ評価損 101 39

貸倒引当金繰入額 145 －

その他 119 68

営業外費用合計 618 614

経常利益 2,450 1,934

特別利益   

償却債権取立益 47 －

特別利益合計 47 －

特別損失   

投資有価証券売却損 － 75

投資有価証券評価損 71 41

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 205 －

特別損失合計 277 116

税金等調整前四半期純利益 2,221 1,817

法人税、住民税及び事業税 828 84

法人税等調整額 234 713

法人税等合計 1,062 797

少数株主損益調整前四半期純利益 1,158 1,020

少数株主利益 0 0

四半期純利益 1,158 1,020
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,158 1,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24 59

為替換算調整勘定 △284 319

その他の包括利益合計 △308 379

四半期包括利益 850 1,399

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 850 1,399

少数株主に係る四半期包括利益 △0 0
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 2,221 1,817

減価償却費 1,134 1,097

返品調整引当金の増減額（△は減少） 14 26

のれん償却額 65 65

貸倒引当金の増減額（△は減少） △307 △257

賞与引当金の増減額（△は減少） 3 65

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 2

ポイント引当金の増減額（△は減少） 5 △136

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △140 △226

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △62

受取利息及び受取配当金 △77 △63

支払利息 256 183

デリバティブ評価損益（△は益） 101 39

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 71 116

売上債権の増減額（△は増加） △142 △583

営業貸付金の増減額（△は増加） 4,379 681

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,268 △1,569

販売用不動産の増減額（△は増加） 65 14

その他の流動資産の増減額（△は増加） △14 △635

仕入債務の増減額（△は減少） 139 1,756

その他の流動負債の増減額（△は減少） △820 998

その他の固定負債の増減額（△は減少） △6 △0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 205 －

その他 34 △87

小計 5,923 3,246

利息及び配当金の受取額 44 134

利息の支払額 △262 △183

法人税等の還付額 135 317

法人税等の支払額 △1,381 △1,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,460 2,487
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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 △1,007 △3,477

定期預金の払戻による収入 － 1,553

有価証券の取得による支出 － △3,098

有価証券の売却による収入 63 3,999

有形固定資産の取得による支出 △68 △55

無形固定資産の取得による支出 △325 △261

投資有価証券の取得による支出 △800 △200

投資有価証券の売却による収入 1 1

貸付けによる支出 △80 －

貸付金の回収による収入 44 58

差入保証金の回収による収入 20 2

その他の支出 △12 △45

その他の収入 27 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,137 △1,520

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △426 △200

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △2,060 △2,011

社債の発行による収入 1,000 －

社債の償還による支出 △6,100 △100

社債の買入消却による支出 △1,441 －

自己株式の取得による支出 △0 △303

配当金の支払額 △375 △375

リース債務の返済による支出 △250 △280

セール・アンド・リースバックによる収入 － 156

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,354 △3,114

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,085 △2,143

現金及び現金同等物の期首残高 21,166 17,607

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 43

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,080 15,507
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 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間の連結消去仕訳204百万円とのれん償却費△65百万円であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間の連結消去仕訳137百万円とのれん償却費△65百万円であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  
総合通販 
事業 

専門通販 
事業 

ソリューション

事業  
ファイナンス

事業  
プロパティ

事業  
その他の 
事業  

調整額 
（注１） 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注２） 

売上高                 

外部顧客への売上高  30,881  9,513  1,479  1,758  611  2,577  －  46,822

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 49  0  75  －  7  －  △133  －

計  30,930  9,514  1,555  1,758  619  2,577  △133  46,822

セグメント利益  118  1,213  677  206  107  216  138  2,678

  （単位：百万円）

  
総合通販 
事業 

専門通販 
事業 

ソリューション

事業  
ファイナンス

事業  
プロパティ

事業  
その他の 
事業  

調整額 
（注１） 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注２） 

売上高                 

外部顧客への売上高  32,905  10,131  1,931  1,384  569  2,831  －  49,754

セグメント間の内部

売上高又は振替高  56  29  141  －  －  －  △226  －

計  32,962  10,160  2,072  1,384  569  2,831  △226  49,754

セグメント利益  211  294  885  326  162  221  72  2,175

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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