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１．平成31年３月期第２四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年３月期第２四半期 15,057 27.2 335 △22.1 403 △8.5 123 △44.2

30年３月期第２四半期 11,833 △25.3 431 △70.8 440 △70.3 220 △78.9
(注) 包括利益 31年３月期第２四半期 137百万円(△36.8％) 30年３月期第２四半期 217百万円(△79.1％)
　

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

31年３月期第２四半期 10.62 10.03

30年３月期第２四半期 18.29 17.19
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

31年３月期第２四半期 25,471 10,432 40.5

30年３月期 16,694 12,117 72.2
(参考) 自己資本 31年３月期第２四半期 10,323百万円 30年３月期 12,060百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

30年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

31年３月期 － 0.00

31年３月期(予想) － － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

(注) 平成31年３月期の期末配当金は未定であります。

　

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）
平成31年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから記載しており
ません。なお、当該理由などは、添付資料P．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ５社（社名）

CatalyST１号投資事業有限責任組合、
Sevenwoods Investment１号投資事業有
限責任組合、

Reo Asset Management１号投資事業有
限責任組合、
Blackswan Capital１号投資事業有限責
任組合、
UNICORN Capital１号投資事業有限責任
組合

、除外 １社（社名） 株式会社MimiTV

　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 31年３月期２Ｑ 12,936,100株 30年３月期 12,931,100株

② 期末自己株式数 31年３月期２Ｑ 1,696,810株 30年３月期 852,565株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期２Ｑ 11,591,021株 30年３月期２Ｑ 12,064,461株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

　当社は「インターネットの時代を動かす凄い100人を創る」ことをミッションに掲げ、平成30年５月10日をもって全て

の事業を子会社化し、純粋持株会社となりグループ経営への移行を決定しております。これに伴い、SHOPLIST事業も会

社分割し、クルーズ株式会社は事業を持たない純粋持株会社としてグループ運営の最適化への環境を整えてまいりま

す。また、ミッションの実現に向け、次世代の事業の誕生と成長、次世代の経営者の誕生と成長、永遠のベンチャース

ピードを手に入れるための仕組み「CROOZ永久進化構想」を構築しております。

　同時に、将来的に株主・投資家、顧客、社員、社会その他すべてのステークホルダーに大きな価値を還元するべく、

グループの主軸事業であるファストファッション通販『SHOPLIST.com by CROOZ』（以下、SHOPLIST）の売上最大化、第

二・第三の事業の柱創出の早期実現のため、当面はグループで生み出す利益の全てを、既存事業のプロモーション費用

やМ＆Ａによる買収資金、新規事業へ総投資する方針を打ち出しております。

　

　グル－プの主軸事業であるEC事業の国内BtoCのEC（消費者向け電子商取引）市場は平成29年に16.5兆円に達しており

（注１）、また今後更に拡大し、平成33年度には25.6兆円に達する見込みといわれております（注２）。

また、その中でもSHOPLISTのおかれるアパレルEC（BtoC）市場は、平成29年に1.6兆円に到達し、直近４年間で約4,820

億円拡大してきました。この成長規模とスピードは平成24年より国内で開始されたフリマアプリ（CtoC）の推定市場規

模が５年をかけて到達した4,835億円に匹敵するものであります（注３）。

　当該成長市場においてSHOPLISTは、平均商品単価約1,800円という低価格で良質なファストファッション商材の取扱い

に特化し、また会員属性もその９割以上が10-20代を中心とした女性という特異なポジショニングを確立し、平成24年７

月の立ち上げから６年目を迎えた前連結会計年度の売上高は214億円を超え、拡大を継続しております。

　当事業においては、今後の更なる拡大を目指し、新規ユーザー獲得を狙った大規模プロモーションはもちろん、探し

やすさや購入前と後のギャップをゼロにするべくサイトのユーザビリティ向上、配送日数改善などの物流インフラの強

化を通じたリピート率向上に注力してまいります。

　

これらの取組みが徐々に実を結び始めた結果として、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高15,057,841千

円（前年同四半期比27.2％増）、営業利益335,897千円（前年同四半期比22.1％減）、経常利益403,352千円（前年同四

半期比8.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益123,130千円（前年同四半期比44.2％減）となりました。

（注１）平成30年４月25日経済産業省「平成29年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商

取引に関する市場調査）」を基に記載しております。

（注２）株式会社CyberZ及び株式会社シード・プランニングの共同調査情報を基に記載しております。

（注３）平成30年４月25日経済産業省「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引

に関する市場調査）」を基に記載しております。

セグメントごとの業績の状況を示すと次のとおりであります。

①SHOPLIST事業

売上高は12,529,906千円（前年同四半期比23.8％増）、セグメント利益は455,563千円（前年同四半期比9.1％減）

となりました。

②インターネットコンテンツ事業

売上高は1,102,919千円（前年同四半期比25.6％減）、セグメント利益は244,615千円（前年同四半期比10.4％減）

となりました。

③その他事業

売上高は1,425,015千円（前年同四半期比517.1％増）、セグメント損失は364,280千円（前年同四半期はセグメント

損失343,082千円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加7,125,714千円があった一方で、のれんの

減少123,821千円などにより、25,471,399千円（前連結会計年度末比8,777,097千円の増加）となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債は、買掛金の増加198,545千円及び社債の増加10,000,000千円があっ

た一方で、未払金の減少192,239千円などにより、15,038,723千円（前連結会計年度末比10,462,058千円の増加）

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は、自己株式の取得1,811,293千円及び親会社株主に帰属する四半

期純利益の計上123,130千円などにより、10,432,676千円（前連結会計年度末比1,684,961千円の減少）となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

SHOPLIST事業の取扱高成長に向けた積極的なプロモーション活動、第二・第三の柱を創出するための新規事業へ

の投資など、グループの売上最大化のために事業資金を投下するため、当面はグループで生み出す利益の全てを売

上最大化に投資し、結果的に中長期的な企業価値向上の実現に努めてまいります。

　なお、当社グループを取り巻く事業環境の変化は大きく、新規性の高い事業や新たなビジネスにも積極的に取り

組んでいることから、当社グループの業績の見通しについて、適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、業

績予想の開示を見合わせます。

　今後の当社グループの事業環境や事業進捗の動向を踏まえ、合理的な算定が可能と判断した場合には、速やかに

開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,159,712 17,285,426

売掛金 2,311,755 2,394,232

その他 1,175,929 2,257,583

流動資産合計 13,647,397 21,937,242

固定資産

有形固定資産 471,329 685,639

無形固定資産

ソフトウエア 105,186 90,368

のれん 1,119,071 995,249

その他 4,365 5,052

無形固定資産合計 1,228,622 1,090,670

投資その他の資産

投資その他の資産 1,435,861 1,648,109

貸倒引当金 △88,909 △88,909

投資その他の資産合計 1,346,952 1,559,199

固定資産合計 3,046,904 3,335,510

繰延資産

社債発行費 － 198,646

繰延資産合計 － 198,646

資産合計 16,694,301 25,471,399
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,345,233 2,543,778

短期借入金 660,000 816,491

未払金 1,076,819 884,579

未払法人税等 93,484 343,550

ポイント引当金 87,302 112,019

その他 196,325 235,803

流動負債合計 4,459,164 4,936,223

固定負債

社債 － 10,000,000

長期借入金 117,500 102,500

固定負債合計 117,500 10,102,500

負債合計 4,576,664 15,038,723

純資産の部

株主資本

資本金 453,248 454,553

資本剰余金 1,387,497 1,357,747

利益剰余金 10,700,243 10,805,939

自己株式 △507,483 △2,318,777

株主資本合計 12,033,506 10,299,463

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23,386 19,219

為替換算調整勘定 3,173 4,488

その他の包括利益累計額合計 26,559 23,708

新株予約権 17,772 16,992

非支配株主持分 39,799 92,512

純資産合計 12,117,637 10,432,676

負債純資産合計 16,694,301 25,471,399
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 11,833,768 15,057,841

売上原価 8,686,116 11,207,149

売上総利益 3,147,652 3,850,691

販売費及び一般管理費 2,716,204 3,514,793

営業利益 431,448 335,897

営業外収益

持分法による投資利益 12,849 2,506

投資事業組合運用益 － 42,923

為替差益 2,357 28,191

その他 5,217 9,478

営業外収益合計 20,425 83,099

営業外費用

自己株式取得費用 － 8,792

投資事業組合運用損 4,890 －

支払和解金 5,163 108

その他 946 6,743

営業外費用合計 10,999 15,644

経常利益 440,873 403,352

特別利益

受取和解金 30,000 －

新株予約権戻入益 420 420

特別利益合計 30,420 420

特別損失

関係会社株式売却損 － 29,731

固定資産除却損 6,281 902

減損損失 46,834 5,725

その他 － 655

特別損失合計 53,116 37,015

税金等調整前四半期純利益 418,177 366,757

法人税、住民税及び事業税 210,812 297,950

法人税等調整額 △8,479 △74,796

法人税等合計 202,333 223,154

四半期純利益 215,843 143,603

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△4,834 20,473

親会社株主に帰属する四半期純利益 220,677 123,130
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益 215,843 143,603

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,455 △6,101

為替換算調整勘定 123 △48

その他の包括利益合計 1,579 △6,150

四半期包括利益 217,422 137,452

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 222,257 116,979

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,834 20,473
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（３）四半期連結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）

当社は、平成30年５月11日開催の臨時取締役会決議に基づき、自己株式517,200株の取得を行っております。ま

た、平成30年６月18日開催の臨時取締役会決議に基づき、自己株式327,000株の取得を行っております。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が1,811,189千円増加し、単元未満株式の買取りに

よる取得を含め、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が2,318,777千円となっております。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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