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 （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66期第３四半期連結会計期間、第67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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。  

    ４．第66期第３四半期連結累計期間、第67期四半期連結累計期間及び第66期の潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

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66期 

第３四半期連結
累計期間 

第67期 
第３四半期連結

累計期間 

第66期 
第３四半期連結

会計期間 

第67期 
第３四半期連結 

会計期間 
第66期 

会計期間 

自平成22年 
１月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成23年 
１月１日 

至平成23年 
９月30日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成23年 
７月１日 

至平成23年 
９月30日 

自平成22年 
１月１日 

至平成22年 
12月31日 

売上高（百万円）  97,603  95,905 27,974  26,362  136,859

経常利益又は経常損失（△） 

（百万円） 
 1,495  1,023 △514  △1,608  3,167

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円） 
 885  150 △565  △2,015  2,037

純資産額（百万円） － －  38,058  39,722  39,411

総資産額（百万円） － －  88,144  86,936  90,086

１株当たり純資産額（円） － －  878.75  917.18  909.99

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円） 

 20.44  3.48  △13.07  △46.54  47.04

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（％） － －  43.2  45.7  43.7

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 3,899  △4,435 － －  9,585

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,239  △1,498 － －  △1,094

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △3,808  △88 － －  △6,417

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  7,625  4,826  10,855

従業員数（人） － －  1,555  1,558  1,556
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   当第３四半期連結会計期間において、当社グループ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はありません。  

  

  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。  

   

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員（社員及び契約社員）であります。 

２．従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員（１日7.5時間換算）で

あります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員（社員及び契約社員）であり、子会社等への出向社員（ 人）は含んでおりません。

２．臨時雇用者については、その総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成23年９月30日現在

従業員数（人） 1,558 ( ) 1,616

  平成23年９月30日現在

従業員数（人） 801   

65
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  当第３四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は仕入価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

    当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

    また、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重要な変更はありません。 

  

   当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

  

第２【事業の状況】

１【仕入実績】

セグメントの名称 金 額（百万円） 前年同四半期比（％） 

通 信 販 売 事 業  17,197   －

ブライダル事業  151   －

法 人 事 業  89  －

報告セグメント計  17,437  －

そ の 他  215   －

合  計  17,653   －

２【販売実績】

セグメントの名称 金 額（百万円） 前年同四半期比（％） 

通 信 販 売 事 業  23,161   －

ブライダル事業  1,843   －

法 人 事 業  910  －

報告セグメント計  25,915  －

そ の 他  447   －

合  計  26,362   －

３【事業等のリスク】

４【経営上の重要な契約等】
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  文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。 

  

(1)  業績 

当第３四半期連結会計期間（平成23年７月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

響により急激に個人消費が落ち込むとともに、電力使用の制限、原材料の高騰、株価の低迷、長引く円高などによ

り、引き続き景気は不透明な状況で推移いたしました。 

小売業界におきましては、このような経済情勢の悪化を受けて、個人消費が大幅に減少したものの一部に回復の

兆しが見られましたが、消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向が根強いため力強さに欠け、企業を取り巻

く環境は依然として厳しい状態が続いております。 

このような状況下、当社グループは、平成25年度を 終年度とする中期経営計画達成に向け、グループ一丸とな

って取り組んでおりますが、９月は残暑や台風の影響により衣料品等の秋冬物の立ち上がりは厳しい状況で推移い

たしました。 

以上の結果、売上高は、263億62百万円（前年同期比5.8％減）となりました。 

利益面に関しましては、売上高の減少と売上原価率の上昇により売上総利益は減少いたしました。引き続き販売

費及び一般管理費の削減に努めましたが、売上総利益の減少をカバーするには至らず、営業損失は12億68百万円

（前年同期は４億10百万円の営業損失）となりました。 

また経常損失は16億８百万円（前年同期は５億14百万円の経常損失）となり、四半期純損失につきましては、投

資有価証券評価損の計上等により20億15百万円（前年同期は５億65百万円の純損失）となりました。 

  

 セグメント別の概況 

（通信販売事業） 

カタログ事業と頒布会事業を合わせた通信販売事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は、９月の残暑による

秋冬物衣料の立ち上がりの苦戦などにより、231億61百万円となりました。 

利益面に関しましては、カタログ費用のコスト削減など販売費及び一般管理費の削減に努めましたが、営業損失

は13億33百万円となりました。 

①カタログ事業 

当第３四半期連結会計期間の売上高は209億13百万円となりました。 

②頒布会事業 

当第３四半期連結会計期間の売上高は22億48百万円となりました。 

  

（ブライダル事業） 

子会社でありハウスウェディング事業の運営を行う㈱ディアーズ・ブレインを中心とするブライダル事業の当第

３四半期連結会計期間の売上高は、18億43百万円となりました。また営業損失は、18百万円となりました。 

  

（法人事業） 

法人向けの商品・サービスを提供する法人事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は、９億10百万円となりま

した。また営業利益は90百万円となりました。 

  

（その他の事業） 

旅行・クレジットなどを主とするサービス事業と店舗を中心にペット用品の販売を行うペット事業を合わせた、

その他の事業の当第３四半期連結会計期間の売上高は、４億47百万円となりました。また営業損失は９百万円とな

りました。 

  

５【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2)  財政状態   

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて31億50百万円減少し、869億36百万

円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ22億95百万円減少し、403億60百万円となりました。これは、商品及び製

品が50億77百万円増加した一方で、現金及び預金が60億29百万円、未収入金が32億97百万円それぞれ減少したこと

が主な要因であります。また、固定資産は、無形固定資産が７億35百万円増加した一方で、有形固定資産が５億88

百万円、投資その他の資産が10億円減少したことにより前連結会計年度末に比べ８億54百万円減少し、465億76百

万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ22億56百万円減少し、390億61百万円となりました。これは、短期借入金

が21億48百万円増加した一方で、ファクタリング未払金が20億17百万円、為替予約が10億18百万円、その他が13億

71百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ12億４百万円減少

し、81億52百万円となりました。これは、資産除去債務に関する会計基準の適用により資産除去債務を２億95百万

円計上した一方で、長期借入金が８億31百万円、社債が７億36百万円それぞれ減少したことが主な要因でありま

す。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ３億11百万円増加し、397億22百万円となりました。これは、利益剰余金が

４億98百万円減少した一方で、繰延ヘッジ損益が７億５百万円増加しことが主な要因であります。この結果、自己

資本比率は45.7%となりました。 

  

(3)  キャッシュ・フロー 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は48億26百万円となり、前四半期連結会計期間

末と比較して35億70百万円の減少となりました。  

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は50億８百万円の支出（前年同期は17億74百万円の支出）となりまし

た。主なプラス要因は、仕入債務の増加額18億87百万円であり、主なマイナス要因はたな卸資産の増加額45億85百

万円、税金等調整前四半期純損失19億97百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は４億44百万円の支出（前年同期は６億84百万円の支出）となりまし

た。主なマイナス要因は、無形固定資産の取得による支出３億81百万円、有形固定資産の取得による支出２億40百

万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は18億92百万円の収入（前年同期は７億57百万円の収入）となりまし

た。主なプラス要因は、短期借入金の増加額30億円であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出４

億59百万円、社債の償還による支出３億50百万円であります。 

  

(4)  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末において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

   

   なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

は次のとおりであります。  

  

Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

    当社は、株式の大量の買付けであっても、当社の企業価値の向上・株主の皆様の共同の利益に資するものであ

れば、これを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買付提案に応

じるか否かの判断は、 終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものであります。 

    しかし、株式の大量の買付行為の中には、特定の資産や技術のみを買収の対象とするなど、その目的等から見

て企業価値・株主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれ

のあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が

代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条

件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値の向上・株主の共同の利益に資

さないものも少なくありません。 

    当社は、このような不適切な株式の大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として適当ではなく、このような者による大量買付行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社

の企業価値の向上ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。 
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 Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は、企業価値の向上を実現するため、前「中期経営計画」に引き続き、平成23年１月から平成25年12月ま

での３年間を計画期間とする新たな「中期経営計画」を策定し実行しております。当社は、この「中期経営計画」

を着実に実行することが当社の企業価値を向上させ、ひいては株主の皆様のご期待に応えるところであると確信し

ております。 

  

 Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み 

当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、買付者及び買付提案者（以下、併せて

「買付者等」といいます。）に対して事前に当該買付行為に関する情報提供を求め、これにより買付けに応じるべ

きか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するこ

と、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると考えております。 

当社は、これまでも、平成19年３月29日開催の第62期定時株主総会において、有効期間を平成19年12月期の事

業年度に係る定時株主総会の終結の時までとする平時の買収防衛策として「当社株式の大量買付行為に関する対応

策」を導入し、平成20年３月28日開催の第63期定時株主総会において、これを一部改訂のうえ、有効期間を平成22

年12月期の事業年度に係る定時株主総会の終結の時までとする平時の買収防衛策として「当社株式の大量買付行為

に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「前プラン」といいます。）を継続いたしました。その後の買収防衛策

をめぐる諸々の動向を踏まえ、当社における平時の買収防衛策の在り方につき、その後も検討を進めてまいりまし

た。その結果、平成23年３月30日開催の第66期定時株主総会において、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益

の確保・向上のための取組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、前プランを一部改訂

し、有効期間を平成25年12月期の事業年度に係る定時株主総会の終結の時まで継続することを株主の皆様にご承認

いただきました（以下、改訂後のプランを「本プラン」といいます。） 

  

 Ⅳ．上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由 

    1．基本方針の実現に資する特別な取組み（上記Ⅱ．の取組み）について 

上記Ⅱ．に記載した各取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための 

方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものであります。 

従って、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  

    2．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み（上記Ⅲ．の取組み）について 

 (ア)  本プランが基本方針に沿うものであること 

     本プランは、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、買付者等に対して事前に当該買付行為に関

する情報提供を求め、これにより買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が

代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を

可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に

沿うものであります。 

 (イ)  当該取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもの

ではないこと 

    基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取組みは、①経済産業省及び法務省が平成17年

５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める

三原則を完全に充足していること及び平成20年６月30日に経済産業省企業価値研究会から発表された「近時の

諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容にも充足していること、②株主総会において、所定の定

款変更を行っており、定款の定めに基づき、株主の皆様のご承認をいただくことを条件として継続され、か

つ、いわゆるサンセット条項が設けられているなど株主の皆様の意思を重視するものであること、③特別委員

会を設置していること、④デッドハンド型・スローハンド型買収防衛策ではないことなどから、当社株主の共

同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えており

ます。 

   

(5) 研究開発活動 

   当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、 百万円であります。 

   なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

44
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(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、前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はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画

はありません。 

   

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

       該当事項はありません。 

該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

   

   

 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。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  180,000,000

計  180,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成23年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成23年11月11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  47,630,393  47,630,393

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株でありま

す。 

計  47,630,393  47,630,393 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

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７月１日～ 

平成23年９月30日  
      －  47,630        －  20,359           －  12,864

（６）【大株主の状況】
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    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 年６月30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】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 株（議決権の数 個）含まれて

おります。  

   

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 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。 

  

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

（７）【議決権の状況】

23

  平成23年９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） 
 （自己保有株式） 

普通株式    4,320,900
－ 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式  43,265,500  432,655 同上 

単元未満株式 普通株式       43,993 － 
一単元（100株）未満

の株式 

発行済株式総数         47,630,393 － － 

総株主の議決権 －  432,655 － 

1,000 10

  平成23年９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 

（％） 

 株式会社千趣会 
大阪市北区同心１丁目８

番９号 
 4,320,900  －  4,320,900  9.07

計 －  4,320,900  －  4,320,900  9.07

２【株価の推移】

月別 
平成23年 
１月 

平成23年 
２月 

平成23年 
３月 

平成23年 
４月 

平成23年 
５月 

平成23年 
６月 

平成23年 
７月 

平成23年 
８月 

平成23年 
９月 

高（円）  509  545  538  503  500  498  538  538  590

低（円）  496  505  367  461  469  475  489  453  505

３【役員の状況】
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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７月１日から平成22年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成22年１月１日から平成22年９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７月１日から平成23年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平

成23年９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７月１日から

平成22年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９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７月１日から平成23年９月30日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任

監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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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９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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,826 10,855

受取手形及び売掛金 6,442 6,362

有価証券 15 8

商品及び製品 17,678 12,600

原材料及び貯蔵品 130 123

未収入金 5,650 8,948

その他 5,809 3,998

貸倒引当金 △193 △241

流動資産合計 40,360 42,656

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,842 14,402

土地 10,944 10,945

その他（純額） 1,842 1,870

有形固定資産合計 ※1  26,629 ※1  27,218

無形固定資産   

のれん 2,466 2,580

その他 4,142 3,294

無形固定資産合計 6,609 5,874

投資その他の資産   

投資有価証券 6,805 7,761

その他 6,875 6,764

貸倒引当金 △343 △187

投資その他の資産合計 13,337 14,338

固定資産合計 46,576 47,430

資産合計 86,936 90,086
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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９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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,295 7,932

短期借入金 ※3  5,185 3,036

1年内償還予定の社債 769 766

ファクタリング未払金 11,530 13,548

未払法人税等 62 468

販売促進引当金 697 656

為替予約 2,566 3,585

その他 9,954 11,325

流動負債合計 39,061 41,318

固定負債   

社債 2,550 3,286

長期借入金 4,266 5,097

退職給付引当金 29 27

資産除去債務 295 －

その他 1,010 945

固定負債合計 8,152 9,356

負債合計 47,213 50,675

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,359 20,359

資本剰余金 21,038 21,038

利益剰余金 10,845 11,344

自己株式 △2,775 △2,775

株主資本合計 49,467 49,966

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △804 △928

繰延ヘッジ損益 △1,636 △2,342

土地再評価差額金 △7,117 △7,117

為替換算調整勘定 △186 △167

評価・換算差額等合計 △9,745 △10,555

純資産合計 39,722 39,411

負債純資産合計 86,936 90,086
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（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１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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

売上高 97,603 95,905

売上原価 49,529 49,850

売上総利益 48,073 46,055

販売費及び一般管理費 ※1  46,427 ※1  44,925

営業利益 1,646 1,130

営業外収益   

受取利息 53 33

受取配当金 85 87

為替差益 － 39

協賛金収入 105 28

その他 249 260

営業外収益合計 492 449

営業外費用   

支払利息 213 171

複合金融商品評価損 184 179

為替差損 116 －

復興支援費用 － 108

その他 128 96

営業外費用合計 643 556

経常利益 1,495 1,023

特別利益   

固定資産売却益 13 1

投資有価証券売却益 － 139

貸倒引当金戻入額 28 －

負ののれん発生益 6 －

その他 0 －

特別利益合計 48 140

特別損失   

固定資産除売却損 29 42

投資有価証券評価損 253 372

減損損失 43 －

事業整理損 21 －

貸倒引当金繰入額 23 183

ゴルフ会員権評価損 5 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

災害による損失 － 62

特別退職金 － 122

その他 4 16

特別損失合計 381 911

税金等調整前四半期純利益 1,162 252

法人税等 ※2  264 ※2  101

少数株主損益調整前四半期純利益 － 150

少数株主利益 12 －

四半期純利益 885 150
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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７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 27,974 26,362

売上原価 14,377 14,110

売上総利益 13,597 12,252

販売費及び一般管理費 ※1  14,008 ※1  13,520

営業損失（△） △410 △1,268

営業外収益   

受取利息 11 9

受取配当金 1 3

持分法による投資利益 33 22

複合金融商品評価益 19 －

保険配当金 18 23

その他 59 59

営業外収益合計 144 118

営業外費用   

支払利息 66 53

複合金融商品評価損 － 170

為替差損 143 201

復興支援費用 － 10

その他 37 20

営業外費用合計 247 457

経常損失（△） △514 △1,608

特別利益   

負ののれん発生益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失   

固定資産除売却損 21 2

投資有価証券評価損 － 372

事業整理損 21 －

災害による損失 － 12

貸倒引当金繰入額 0 1

その他 1 0

特別損失合計 44 389

税金等調整前四半期純損失（△） △551 △1,997

法人税等 ※2  13 ※2  17

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,015

少数株主利益 0 －

四半期純損失（△） △565 △2,015
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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１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１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 1,162 252

減価償却費 1,791 1,725

減損損失 43 －

負ののれん発生益 △6 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △76 107

販売促進引当金の増減額（△は減少） 52 41

受取利息及び受取配当金 △138 △121

支払利息 213 171

為替差損益（△は益） 96 △313

持分法による投資損益（△は益） △46 △57

複合金融商品評価損益（△は益） 184 179

固定資産除売却損益（△は益） 16 41

投資有価証券売却損益（△は益） 4 △138

投資有価証券評価損益（△は益） 253 372

ゴルフ会員権評価損 5 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

売上債権の増減額（△は増加） 2,173 △80

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,373 △5,086

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,158 1,697

仕入債務の増減額（△は減少） 1,243 363

未払消費税等の増減額（△は減少） △265 △357

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,462 △3,011

その他 226 105

小計 4,256 △3,996

利息及び配当金の受取額 141 123

利息の支払額 △241 △203

法人税等の支払額 △255 △358

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,899 △4,435

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 △793 △579

有形固定資産の売却による収入 169 1

無形固定資産の取得による支出 △1,035 △1,504

投資有価証券の取得による支出 △20 △20

投資有価証券の売却による収入 4 720

投資有価証券の償還による収入 400 －

子会社株式の取得による支出 △20 －

関係会社株式の取得による支出 △73 －

子会社株式の売却による収入 49 －

その他 78 △117

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,239 △1,498
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（単位：百万円）

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

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

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） △1,500 3,000

長期借入れによる収入 600 300

長期借入金の返済による支出 △1,924 △1,982

社債の償還による支出 △733 △733

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △242 △628

その他 △7 △44

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,808 △88

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,169 △6,029

現金及び現金同等物の期首残高 8,795 10,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  7,625 ※  4,826
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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１月１日 
至 平成23年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

(1)連結の範囲の変更  

    第２四半期連結会計期間において、株式会社エイメにつきましては、平成23年６

月に清算結了したため、連結の範囲から除外しております。 

(2)変更後の連結子会社の数 

   12社  

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の

取扱い」の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16

号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

  

（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７百万円、税金

等調整前四半期純利益は 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332百万円であります。  

  

120

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９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」の科目を表示しております。 

  

前第３四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の総

額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することといたしました。 

 なお、前第３四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「投資有価証券売却益」の金額は０百万円であ

ります。 

  

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９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」の科目を表示しております。 
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【簡便な会計処理】

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

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定しております。  

２．たな卸資産の評価方法    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、第２

四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっております。 

３．固定資産の減価償却費の

算定方法  

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。 

４．繰延税金資産の回収可能

性の判断 

 

  

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計

年度において使用した将来の業績予測やタックス・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】

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

税金費用の計算 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費

用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法

によっております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

【追加情報】

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

連結納税制度の適用 第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 
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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９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

あります。 

 ２．偶発債務 

   銀行借入金に対する保証 

34,162 ※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

あります。 

 ２．偶発債務 

   銀行借入金に対する保証 

34,301

従業員住宅ローン利用者 13 百万円 従業員住宅ローン利用者 16 百万円

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。 

   当第３四半期連結会計期間末におけるコミットメン

トライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

  コミットメントラインの総額   15,300 百万円

  借入実行残高 3,000  

  差引額 12,300  

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。 

   当連結会計年度末におけるコミットメントライン契

約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

  

  コミットメントラインの総額   15,300 百万円

  借入実行残高 －  

  差引額 15,300  

 ４．財務制限条項 

   上記のコミットメントライン契約については、財務

制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵

触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利

益を喪失する可能性があります。 

 (1)各事業年度の末日において貸借対照表（連結・単体ベ

ースの両方）に記載される純資産の部の合計金額から

新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計

金額を控除した金額を、平成20年12月期の末日、又は

直前の事業年度の末日において貸借対照表の純資産の

部の合計金額から新株予約権、少数株主持分及び繰延

ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い

方の ％以上に維持すること。 

 (2)各事業年度の末日において貸借対照表（連結・単体ベ

ースの両方）に記載される負債の部の合計金額の、当

該貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株

予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額

を控除した金額に対する割合を ％以下に維持する

こと。 

 (3)各事業年度における損益計算書（連結・単体ベースの

両方）に記載される営業損益を２期連続して損失とし

ないこと。 

 (4)各事業年度の末日において貸借対照表（連結・単体ベ

ースの両方）に記載される有利子負債の合計金額から

現金及び預金を控除した金額が、損益計算書（連結・

単体ベースの両方）に記載される当期損益及び減価償

却費の合計金額の５倍に相当する金額を２期連続して

超えないようにすること。 

  

75

150

 ４．財務制限条項 

同左 
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（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１月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９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。 

※２．「法人税等」は、「法人税、住民税及び事業税」と

「法人税等調整額」を一括して記載しております。  

 運賃及び荷造費 百万円6,018

 販売促進費  14,094

 販売促進引当金繰入額      579

 貸倒引当金繰入額    174

 給与及び手当  8,305

※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。 

※２．         同左  

 運賃及び荷造費 百万円5,797

 販売促進費  12,737

 販売促進引当金繰入額      697

 貸倒引当金繰入額    177

 給与及び手当  8,272

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９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。 

※２．「法人税等」は、「法人税、住民税及び事業税」と

「法人税等調整額」を一括して記載しております。 

 運賃及び荷造費 百万円1,656

 販売促進費  4,061

 販売促進引当金繰入額  5

 貸倒引当金繰入額    39

 給与及び手当  2,671

※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。 

※２．         同左 

 運賃及び荷造費 百万円1,614

 販売促進費  3,689

 販売促進引当金繰入額  7

 貸倒引当金繰入額    30

 給与及び手当  2,733

（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１月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９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９月30日現在） 

  

 現金及び預金勘定 百万円 7,605

 有価証券勘定  20

 現金及び現金同等物  7,625

※ 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 年９月30日現在） 

  

23

 現金及び預金勘定 百万円 4,826

 現金及び現金同等物  4,826

20



当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至

平成23年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式  株  

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式   株  

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。   

  

４．配当に関する事項 

    配当金支払額  

      

５．株主資本の金額の著しい変動 

  該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

47,630,393

4,320,905

 （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３月30日 

定時株主総会 
普通株式 346 ８  平成22年12月31日  平成23年３月31日 利益剰余金 

平成23年７月28日 

取締役会 
普通株式 303 ７  平成23年６月30日  平成23年９月１日 利益剰余金 
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前第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

  

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

 （注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分の主要な内容 

(1）通信販売事業   カタログ事業、頒布会事業 

(2）その他の事業   商品販売業、サービス業 

（注）従来、その他の事業の主要な内容であった運送業につきましては、連結子会社であった千趣運輸株式会

社を第２四半期連結会計期間において連結の範囲から除外したことに伴い、主要な内容ではなくなって

おります。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90%を超えているため、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１月１日 至 平成22年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90%を超えているため、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３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 海外売上高の合計が連結売上高の10%未満のため、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１月１日 至 平成22年９月30日） 

 海外売上高の合計が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  
通信販売事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  23,552  4,422  27,974  －  27,974

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 514  85  600 ( ) 600  －

計  24,067  4,507  28,574 ( ) 600  27,974

営業利益（△は営業損失）  △395  △15  △411  0  △410

  
通信販売事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  84,604  12,998  97,603  －  97,603

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,467  420  1,887 ( ) 1,887  －

計  86,072  13,419  99,491 ( ) 1,887  97,603

営業利益  1,579  0  1,580  66  1,646

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは主に「通信販売事業」「ブライダル事業」「法人事業」の事業活動を展開しており、当社及び

グループ会社が構成するこれら事業の種類別の区分により、当社及びグループ会社ごとに経営を管理しておりま

す。 

したがって当社グループは事業別のセグメントから構成されており、「通信販売事業」「ブライダル事業」

「法人事業」の３つを報告セグメントとしております。  

「通信販売事業」は、カタログ及びインターネットを中心とした各媒体による通信販売を行っております。

「ブライダル事業」は、ハウスウェディングを中心としたブライダル事業を行っております。「法人事業」は、

当社インフラを活用し、通信販売業者やＥＣ事業者等を対象としたソリューションサービス及びプロモーション

支援等を行っております。 

  

２．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  

 当第３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30日）        （単位：百万円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行・クレジットなどを主と

するサービス事業、店舗を中心にペット用品の販売を行うペット事業であります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額５百万円は、セグメント間取引消去であります。  

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成23年７月１日 至平成23年９月30日）        （単位：百万円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行・クレジットなどを主と

するサービス事業、店舗を中心にペット用品の販売を行うペット事業であります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額１百万円は、セグメント間取引消去であります。  

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

【セグメント情報】

  

報告セグメント 

その他 
（注）１

合計 
調整額 

（注）２ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
（注）３

通信販売
事業 

ブライ
ダル 
事業 

法人事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  85,967  5,450  3,215  94,633  1,272  95,905  －  95,905

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 701  －  210  911  63  974 (974)  －

計  86,668  5,450  3,425  95,545  1,335  96,880 (974)  95,905

セグメント利益又は 

損失(△) 
 844  △19  361  1,186  △61  1,124  5  1,130

  

報告セグメント 

その他 
（注）１

合計 
調整額 

（注）２ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
（注）３

通信販売
事業 

ブライ
ダル 
事業 

法人事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  23,161  1,843  910  25,915  447  26,362  －  26,362

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 176  －  58  234  18  253 (253)  －

計  23,338  1,843  968  26,150  466  26,616 (253)  26,362

セグメント利益又は 

損失(△) 
 △1,333  △18  90  △1,261  △9  △1,270  1  △1,268
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 当第３四半期連結会計期間（自平成23年７月１日 至平成23年９月30日）  

    当第３四半期連結会計期間における、重要な発生及び変動はありません。 

  

（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。  

    

  

  

当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 

 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。  

  

  当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 

 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。  

          

  当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 

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。 

   

当第３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。  

  

    当第３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

   

当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 

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。 

  

当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 

 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。 

  

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

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

  

 （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。 

  

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成23年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年12月31日） 

１株当たり純資産額 917.18円 １株当たり純資産額 909.99円

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

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

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、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 20.44円

同左 

１株当たり四半期純利益金額 3.48円

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

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

１株当たり四半期純利益金額           

四半期純利益（百万円）  885  150

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（百万円）  885  150

期中平均株式数（千株）  43,310  43,309

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

 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、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（△） △13.07円

同左 

１株当たり四半期純損失金額（△） △46.54円

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

１株当たり四半期純損失金額           

四半期純損失（△）（百万円）  △565  △2,015

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）  △565  △2,015

期中平均株式数（千株）  43,310  43,309
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当第３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。  

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

 前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められませんので、リース取引関係の注記を省略しております。 

  

  平成23年７月28日開催の取締役会において、第67期の中間配当を行うことを決議いたしました。 

   

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】

中間配当金の総額 303百万円 

１株当たりの配当金 ７円00銭 
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年11月11日

株式会社千趣会 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 清水 万里夫  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 和田林 一毅  印 

 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千趣会

の平成22年１月１日から平成22年12月31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７月１日から平成22

年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９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、株式会社千趣会及び連結子会社の平成22年９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

保管しています。 

        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。 



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年11月11日

株式会社千趣会 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 清水 万里夫  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 和田林 一毅  印 

 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千趣会

の平成23年１月１日から平成23年12月31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７月１日から平成23

年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９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、株式会社千趣会及び連結子会社の平成23年９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

保管しています。 

        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。 




