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１．平成18年１月期の連結業績（平成17年２月１日～平成18年１月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年１月期 15,753 △ 3.8 △  251 －  △  232 －

17年１月期 16,376  △ 5.8 195 45.5 245 100.1

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年１月期 △  205 －  △ 12 33  － △  1.9  △  1.4 △  1.5

17年１月期 △  391 － △ 23 45  －  △  3.6 1.5 1.5

（注）①持分法投資損益 18年１月期 －百万円 17年１月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年１月期 16,695,980株 17年１月期 16,679,817株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年１月期 16,249 10,633 65.5 629 25

17年１月期 16,166 10,750 66.5 644 51

（注）期末発行済株式数（連結） 18年１月期 16,898,204株 17年１月期 16,680,750株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年１月期 △  806 271 472 983

17年１月期 △  363 40  △  344 1,045

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ４社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年１月期の連結業績予想（平成18年２月１日～平成19年１月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 7,825 160 100

通　期 15,400 215 70

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　4円14銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社４社で構成され、これらの主要な事業内容及び当

社と連結子会社の当該事業における位置づけは、次のとおりであります。

（宝飾品関連事業）

　当社は宝飾品の小売販売を行っております。また、株式会社ジュエリーシノン及び株式会社ＧＢに対して当社商品の

卸売を行い、それを同社は小売販売をしております。

（その他の事業）

メガネ：株式会社オプティックベリテは、メガネ・コンタクトの小売販売を行っております。

保険 ：株式会社サンジュエルは、損害保険代理業を営んでおり、当社、株式会社ジュエリーシノン、株式会社オプ

ティックベリテ、株式会社ＧＢ及び一般顧客に対して損害保険商品の販売を行っております。

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

 

小売販売 

小売販売 

小売販売 

損保商品の販売 

損保商品の販売 

損保商品の販売 

損保商品の販売 
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小売販売 
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（連結子会社） 
株式会社ジュエリーシノン 

（連結子会社） 
株式会社ＧＢ 

（連結子会社） 
株式会社オプティックベリテ 

卸 売 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、お客様第一主義を基本として、宝飾品（ジュエリー）を通して美しさと夢と感動を演出し、人の

心に豊かさと楽しさを提供することを目指し、常に誠実さを持って事業を進めてまいりました。

　宝飾品の普及を背景として、多くの人々に日常生活の中で身近な装身具として楽しんでいただけるように、日本各

地に店舗網を拡大し、人々が集まるショッピングセンターに明るくて気軽に入りやすい店づくりをすすめてまいりま

した。商品及び販売面におきましては、オリジナル商品の開発をすすめ、わかりやすい品質の表示を行い、割引によ

る安さを訴求するのではなく、常にワンプライスで提供しております。また一部店舗にお直しのクイックサービスと

リフォームのための宝飾工房を設けるなどサービスの充実をはかり、お客様から高い評価と信頼をいただける宝飾専

門店店舗網作りを目指しております。

　また、株主各位、投資家及び従業員などすべての会社にかかわる人々に満足を感じてもらえる企業づくりに努力し

てまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置づけております。安定的な配当の

維持並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮し、判断・決定していくこと

としております。内部留保金につきましては、事業拡大のための設備投資や商品開発等に有効投資してまいりたいと

考えております。今後につきましても、業績の向上を図り、また事業展開を勘案しながら、安定した配当に努めてま

いる所存でございます。

(3）目標とする経営指標

　当社グループの経営指標といたしましては、収益性確保を最重点課題と考え、売上高経常利益率５％を目指してお

ります。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　個人消費の回復に力強さが欠けるなか、宝飾品小売市場も引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。このよ

うな状況のもと、当社グループといたしましては、お客様にさらにご支持いただけるように、ダブルハートのベリテ

ブランドイメージ及び知名度をあげることに取り組んでまいります。その具体的な方法としては、まず、ターゲット

を明確にして顧客の組織化を高め、オリジナル商品開発を拡大し、マスメディアを使用し広告宣伝を継続して行って

まいります。おもてなしをベースとした接客・応対力を高める教育訓練を継続して取り組んでまいります。

　店舗につきましては、従来からのショッピングセンターへの出店に加え、お直しのクイックサービスとリフォーム

を推進する「宝飾工房」併設店舗を増やし、商業ビル以外に特定顧客をターゲットとして「ジュエリーサロン」を開

設し、新しい店舗のあり方の実験を開始いたします。また、アウトレット店舗を商品在庫の鮮度維持を目的として３

店舗まで増やしました。

　市場の成熟とジュエリーに対する嗜好の多様化に対応するために、店舗立地特性でグルーピングし、タイプ別の店

舗管理方法の開発に取り組みます。

　新しい客層の獲得のために新事業としてスタイリング提案専門店及びＥコマース事業の開発に取り組みます。

(5）会社の対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、雇用情勢は改善傾向にありますが、原油高や金利の上昇が懸念されるなど、個人消

費に対する影響が考えられ、引き続き厳しい状況が続くことが予想されます。

　このような状況のもと、当社グループといたしましては、今後の新規客獲得に向けて、まず社員の意識を変えてい

くことが重要であると考えます。具体的にはファシリテーションによる会議運営、教育や人財育成を通じて社内風土

改革を推進してまいります。また、店舗運営におきましても、客層に呼応した新たな業態の開発を通じて、魅力ある

店舗づくりに努めてまいります。これらの施策に基づき、更なるベリテブランド構築のために次のことを重点施策課

題として取り組んでまいります。

１）「セントラル宝飾工房」を活用した販売体制の強化

２）コンセプトを明確にした新たな業態の開発

３）新規事業の展開 

　また、昨年４月より全面施行の個人情報保護法への対応につきましても、「個人情報安全管理委員会」の定期的な

開催を通じて、安全管理の社内体制を維持しつつ、個人情報取扱事業者として事故防止に取り組んでおります。
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(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、企業を取り巻く経営環境が著しく変化する中、迅速な意思決定を行うための経営管理体制を充実させる

ことによって情報の適時開示を迅速に行い、株主重視の効率的かつ透明性のある企業経営を行うことを基本方針と

しております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

　１．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　　①　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

　当社は、監査役制度を採用しております。従来から社外監査役を選任し、経営監視機能の充実を図っており

ます。監査役については半数以上が社外監査役となっております。当社と社外監査役の間には、人的関係、資

本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　当社は、取締役の任期を１年とし、取締役会は定例で月１回開催しており、経営上のあらゆる課題やリスク

回避等の議論を行っております。また、常勤監査役は、会社の重要な会議に出席し、情報収集を行っております。

　当社は、取締役会の決議を要する重要事項以外の会社経営全般に関する方針、計画策定及び経営活動の推進

策を代表取締役の諮問機関であります政策会議に権限を委譲し、業務上の重要事項を審議・決裁することにし

ております。なお、経営環境の急激な変化に対応するため、取締役会付議事項や役職ごとの決裁権限について

は随時見直しを行い、意思決定と業務遂行の迅速化を図っております。

　当社は業態柄、顧客の個人情報の保護を重要な経営上の課題と位置づけております。「個人情報安全管理対

策委員会」を設置し、個人情報取扱事業者に課せられる義務を果たせるよう個人情報を適切に保護し管理する

体制づくりに取り組んでおります。

　　②　内部監査及び監査役監査の状況

　内部監査につきましては、監査室が年度重点施策の進捗状況や、各種法令及びこれに準拠した社内告知やそ

の遵守状況、対応状況などを中心に各事業所を監査し、その結果を分析した上で、代表取締役に報告しており

ます。代表取締役はこの報告を基に改善を指示し、経営の効率化及びリスク回避を行っております。

　監査役監査につきましては、監査役会は毎月１回開催し、取締役会並びに会社の重要な会議に出席した内容

を元に協議し、情報共有化をはかり、中間及び期末の実地棚卸の実態を視察するなど監査計画の策定、見直し

を行っております。

　また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査状況及び結果の報告会を実施し、

監査状況の把握に努めております。

　　③　リスク管理体制の整備の状況

　当社は、リスク管理を経営上の最も重要な事項の一つと考えており、経営に重大な影響を及ぼす社内外のリ

スクを認識、評価し、リスクに対して迅速かつ適切に対応できるよう管理体制を整えております。リスク管理

の活動については、各部門のリスク管理責任者を決め、リスクの管理にあたらせるとともに、企業価値に重大

な影響を及ぼす事態が発生した場合又は予想される場合、速やかに経営トップに報告を行っております。

 

　当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
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　　④　役員報酬の内容

　１．取締役及び監査役に支払った報酬の額

 　　　　　取締役　６名　49百万円

 　　　　　監査役　４名　10百万円

　２．使用人兼務役員に対する使用人分給与及び賞与

 　　　　　　　　　２名　４百万円

　　⑤　会計監査の内容

　当社は、会計監査人に新日本監査法人を選任し、会計監査を受けております。なお、当社と新日本監査法人

及び監査業務に従事する公認会計士との間には、特別な利害関係はありません。

　　　当期において会計監査人に支払った報酬等は、以下のとおりであります。

 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 22百万円 

 上記以外の業務に基づく報酬 7百万円 

　　　合　　　計 29百万円 

　　　業務を執行した公認会計士の氏名等は、以下のとおりであります。

公認会計士の氏名 監査年数 

指定社員　業務執行社員　　神谷　和彦 18年 

指定社員　業務執行社員　　荒田　和人 １年 

指定社員　業務執行社員　　成田　礼子 １年 

　　　監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。

 　　　　公認会計士　４名　　会計士補　３名

 

　２．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　該当事項はありません。

　３．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当社は、ファシリテーションの手法を取り入れることによって、企業風土の改善に努めてまいりました。全

社的に自由な意見交換が活発になり、経営上の課題やリスクに対する議論がなされることになり、より透明性

のある企業経営を行っております。

 

(7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当期の概況

　当連結会計年度における日本経済は、企業収益の改善や需要の増加等を受けて設備投資の増加傾向を示しておりま

す。また、雇用情勢の改善が家計の所得安定に影響を与え、個人消費も緩やかながら増加となっております。しかし

ながら、一方で原油価格の高騰や一部地域における政情不安などわが国経済全体に影響を及ぼしかねない要因が存在

しております。国民生活においては、食肉に関する深刻な問題や住宅に関する偽装事件などの新たな不安感が発生し、

景気回復も先行き不透明さが伺えます。

　宝飾品小売業界におきましては、年金問題や実質的な増税路線などの要因を背景に、個人消費回復の兆しが実感で

きないなか、企業間における競争の激化や貴金属地金素材価格の高止まりなどにより、取り巻く環境は依然として厳

しい環境にあります。

　このような状況のなか、店舗面におきましては、スクラップアンドビルドとして11店舗を撤収し、８店舗の新規出

店を行いました。新規出店８店舗のうち、２店舗は一昨年立ち上げました「ジュエリーサロン」形式として開設いた

しました。既存店におきましては９店舗の改装、改修を行うとともに、リフォームのニーズへの対応として32店舗を

「宝飾工房」（本部）とネットで結び、お客様へのサービスの向上に努めました。

　商品面におきましては、「トリロジー」の充実に加え、オリジナルブランド「ラ・ベリテ」「ベリテ・レヴェ」の

新デザインを開発し、ベリテブランドの強化を図りました。また、ポピュラープライスの価格帯商品については、一

部商品の調達、供給を本部で行うシステムを稼動させ、バランスの取れた品揃えで荒利益率の向上に努めました。

　販売面におきましては、上記オリジナル商品の訴求を、全国規模のテレビ媒体によるＣＭの放映、主要女性雑誌へ

の掲載を継続的に行い、ベリテブランドの強化と販売のバックアップを行いました。

　これらの施策を積極的に行ってまいりましたが、当連結会計年度の売上高は15,753百万円（前期比3.8％減）にとど

まりました。利益面におきましても、販売費及び一般管理費の増加により経常損失は232百万円（前期は245百万円の

利益）、当期純損失は205百万円（前期は391百万円の純損失）となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ62百万円（△6.0％）減少し、当連結会計年度末には983百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の減少は806百万円であり、前連結会計年度に比べ443百万円の支出増

となりました。これは主に、前連結会計年度と比較し、売上債権の増減によるキャッシュ・フローが305百万円、仕入

債務の増減によるキャッシュ・フローが362百万円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）

　当連結会計年度における投資活動による資金の増加は271百万円であり、前連結会計年度に比べ230百万円の収入増

となりました。これは主に、前連結会計年度と比較し、有形固定資産の売却による収入に伴うキャッシュ・フローが

306百万円減少したものの、投資有価証券の取得による支出に伴うキャッシュ・フローが705百万円減少したことによ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の増加は472百万円であり、前連結会計年度に比べ816百万円の収入増

となりました。これは主に、前連結会計年度と比較し、短期借入れによる収入及び短期借入金の返済による支出に伴

うキャッシュ・フローが780百万円の収入増になったことによるものであります。
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　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。

 平成17年１月期 平成18年１月期

自己資本比率 66.5％ 65.5％

時価ベースの自己資本比率 26.0％ 41.1％

債務償還年数 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － －

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指数は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載し

ておりません。

(3）次期の見通し

　今後の経営環境につきましては、国内における個人消費の緩やかな増加傾向は続くと思われますが、宝飾品小売業

界におきましては、貴金属地金素材の高騰による影響が見込まれるなど、引き続き厳しい状況が続くと思われます。

　このような状況のもと当社グループといたしましては、既存のベリテの店舗をタイプ別に分類し、タイプ別の店舗

設計、商品構成に基づいた店舗展開を行い、ターゲット客層を明確にして顧客の獲得を行ってまいります。

　まず第一弾として、団塊ジュニアの層をターゲットとした店舗「ｉｌｙａ」（イリヤ）の店名を付して、既存店舗

からの転換を行ってまいります。

　新規事業につきましては、宝飾専門店を対象に物流と中古品の下取りを請け負うことを中心とした株式会社ソバッ

クを立ち上げ、将来的な収益の増加を見込んでおります。

　以上により、次期連結業績見通しといたしましては、売上高は15,400百万円（前年同期比2.2％減）、経常利益は

215百万円（前年同期は232百万円の損失）、当期純利益は70百万円（前年同期は205百万円の損失）を予想しておりま

す。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりです。

（賃借した建物の継続的使用について）

　当社グループは、新規出店の際に賃貸借契約書を法人または個人と締結いたしまします。当該法人または個人が破

綻等の危機に陥り、契約の継続が困難になった場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（出店保証金の回収について）

　当社グループは、新規出店の際に営業保証金、敷金を法人または個人に支払う場合があります。当該法人または個

人が破綻等の危機に陥ることによって営業保証金、敷金の回収が困難になった場合には当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

（人材の確保・育成について）

　当社グループは、新規出店等に伴う人材の確保・育成については、採用を適時行うとともに、従業員教育の専門部

署による教育を行っております。しかしながら優秀な販売員の育成には時間がかかるため、店舗要員の確保の面にお

いて当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。

（個人情報の管理について）

　当社グループにおいては、グループ各社の顧客情報をそれぞれの会社ごとに管理しており、それぞれ情報管理責任

者を設置して別個に情報管理をおこなっておりますが、何らかの予想外の原因により情報が流出した場合には、当社

グループに対する社会的信用を失うことになり、業績に影響を与える可能性があります。
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（災害等の発生による影響について）

　当社グループは、国内において店舗または事務所の施設を保有しており、これらの施設が災害や犯罪等の発生によ

る被害を被る可能性があり、その程度によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

（情報システムの障害について）

　当社グループは、店舗及び事務所においてＶＰＮ（バーチャル・プライベート・ネットワーク）を構築し、業務に

利用しておりますが、これらの施設のネットワーク障害や災害による機器の破損などの被害を被る可能性があり、そ

の程度によっては業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年１月31日）

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ＊４ 1,006 953  

２．受取手形及び売掛金  3,335 3,428  

３．有価証券 162 －  

４．たな卸資産 ＊２ 5,015 5,210  

５．その他 803 1,007  

６．貸倒引当金 △　　6 △　　6  

流動資産合計 10,317 63.8 10,592 65.2 275

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産 ＊１  

１．土地 ＊４ 245 245  

２．その他 ＊４ 192 208  

有形固定資産合計 437 2.7 453 2.8 15

(2)無形固定資産 57 0.4 77 0.5 20

(3)投資その他の資産  

１．投資有価証券 ＊３ 1,094 1,091  

２．敷金・差入保証金 3,622 3,391  

３．その他  650 656  

４．貸倒引当金 △ 　13 △ 　13  

投資その他の資産合
計

5,353 33.1 5,126 31.5 △ 227

固定資産合計 5,849 36.2 5,657 34.8 △ 191

資産合計 16,166 100.0 16,249 100.0 83
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前連結会計年度
（平成17年１月31日）

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金  4,399 3,997  

２．短期借入金  － 500  

３．賞与引当金 209 212  

４．返品調整引当金 57 52  

５．その他 562 630  

流動負債合計 5,227 32.4 5,392 33.2 164

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 63 106  

２．役員退職慰労引当金 116 111  

固定負債合計 180 1.1 217 1.3 36

負債合計 5,408 33.5 5,610 34.5 201

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 6 0.0 5 0.0  △   0

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ＊５ 3,022 18.7 3,022 18.6 －

Ⅱ　資本剰余金 3,673 22.7 3,673 22.6  △   0

Ⅲ　利益剰余金 4,428 27.4 4,172 25.7  △ 255

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

△　 33 △　0.2 63 0.4 96

Ⅴ　自己株式 ＊６ △　340 △　2.1 △　298 △　1.8 42

資本合計 10,750 66.5 10,633 65.5  △ 117

負債、少数株主持分及
び資本合計

16,166 100.0 16,249 100.0 83
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 16,376 100.0 15,753 100.0  △ 622

Ⅱ　売上原価 8,198 50.1 7,754 49.2 △ 443

売上総利益 8,177 49.9 7,998 50.8  △ 179

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１ 7,982 48.7 8,250 52.4  267

営業損益（損失：
△）

195 1.2 △　251 △　1.6  △ 446

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 － 11  

２．受取配当金 20 26  

３．受取賃貸料 23 10  

４．受取手数料 － 9  

５．その他 37 81 0.5 14 73 0.5  △   8

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 5 －  

２．たな卸資産処分損 13 10  

３．コミットメント
フィー

7 29  

４．その他 6 31 0.2 14 54 0.4 22

経常損益（損失：
△）

245 1.5 △　232 △　1.5  △ 478

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 182 117  

２．役員退職慰労引当金
戻入益

78   －    

３．その他 － 260 1.6 10 127 0.8  △ 132
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前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ＊２ 535 －  

２．固定資産除却損 － 19  

３．店舗撤退損 －   79    

４．商品整理特別損失 122   －    

５．その他 41 699 4.3 4 103 0.6  △ 596

税金等調整前当期純
損失

193 △　1.2 208 △　1.3  △  14

法人税、住民税及び
事業税

65 66  

法人税等調整額 133 199 1.2 △　 67 △　 1 △　0.0  △ 200

少数株主損失 1 0.0 0 0.0  0

当期純損失 391 △　2.4 205 △　1.3 185
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高  3,671  3,673

Ⅱ　資本剰余金増加高   

自己株式処分差益 2 2 － －

Ⅲ　資本剰余金減少高   

自己株式処分差益取崩額 － － 0 0

Ⅳ　資本剰余金期末残高 3,673 3,673

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高  4,871  4,428

Ⅱ　利益剰余金減少高

１．当期純損失 391 205

２．配当金 49 50

３．役員賞与 2 443 － 255

Ⅲ　利益剰余金期末残高 4,428 4,172
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前当期純損
失

△　　193 △　　208  

減価償却費 52 53  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△　　 27 －  

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

38 42  

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

△　　276 －  

受取利息及び受取配当
金

－ △     37  

投資有価証券売却益 △　　182 △　　117  

固定資産売却損 535 －  

店舗撤退損 － 79  

売上債権の増減額（増
加：△）

213 △　　 92  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△　　158 △　　195  

仕入債務の増減額（減
少：△）

△　 　38 △　　401  

その他 △　　194 52  

小計 △　　232 △　　823  △ 591

利息及び配当金の受取
額

－ 18  

法人税等の還付額 － 50  

法人税等の支払額 △　　147 △　　 22  

その他 16 △　　 29  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△　　363 △　　806  △ 443

Ⅱ　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

△　　326 △　　226  

定期預金の払戻による
収入

498 190  

有形固定資産の取得に
よる支出

△ 　　47 △　　 72  

有形固定資産の売却に
よる収入

306 －  

無形固定資産の取得に
よる支出

△　 　24 △　　 31  
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前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

投資有価証券の取得に
よる支出

△ 　1,391 △ 　　686  

投資有価証券の売却に
よる収入

929 933  

敷金・差入保証金の差
入による支出

△　　 161 △  　 123  

敷金・差入保証金の回
収による収入

304 321  

その他 △　    45 △　    33  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

40 271  230

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入れによる収入 7,720 8,702  

短期借入金の返済によ
る支出

△　 8,020 △　 8,222  

自己株式の処分による
収入

－ 44  

配当金の支払額 △　　　49 △　　　49  

その他 4 △　　　 2  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△ 　　344 472 816

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

△　　　 3 － 3

Ⅴ　現金及び現金同等物の減
少額

△　 　670 △　　　62 607

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,627 1,045  △ 582

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

88 －  △  88

Ⅷ　現金及び現金同等物の期
末残高

1,045 983  △  62
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１．連結の範囲に関する事項 当社の子会社は、株式会社サンジュエル、

株式会社オプティックベリテ、株式会社

ジュエリーシノン、株式会社ＧＢの４社で

あり、すべての子会社を連結の範囲に含め

ております。

上記のうち、株式会社ＧＢについては、当

連結会計年度において新たに設立したため

連結の範囲に含めております。

当社の子会社は、株式会社サンジュエル、

株式会社オプティックベリテ、株式会社

ジュエリーシノン、株式会社ＧＢの４社で

あり、すべての子会社を連結の範囲に含め

ております。

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同　　　　左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。

同　　　　左

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　　左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

②　たな卸資産

イ．商　品

個別法による原価法

一部商品（部材）については総平

均法による原価法

但し、金地金については個別法に

よる低価法

②　たな卸資産

イ．商　品

同　　　　左

ロ．貯蔵品

最終仕入原価法

ロ．貯蔵品

同　　　　左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法

（ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）は

定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　　　３年～39年

工具器具及び備品　　３年～20年

①　有形固定資産

同　　　　左
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前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 

 

②　無形固定資産

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）における定額法

(3) 重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

①　貸倒引当金

同　　　　左

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

②　賞与引当金

同　　　　左

③　返品調整引当金

宝飾品については、売上済商品の期

末日後の返品損失に備えるため、過

去の経験率に基づき計上しておりま

す。

③　返品調整引当金

同　　　　左

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

なお、会計基準変更時差異（522百

万円）については、５年による均等

額を費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。

④　退職給付引当金

同　　　　左

 

 

⑤　役員退職慰労引当金

親会社の役員の退職金の支給に充て

るため、内規に基づく必要額を計上

しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同　　　　左

(4) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同　　　　左

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

①　消費税等の会計処理

同　　　　左
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前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

５．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。

同　　　　左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同　　　　左
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

  （連結貸借対照表）

１．前連結会計年度において流動資産の「その他」に含め

ていた「有価証券」（162百万円）は資産総額の100分の

１を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。

 

  （連結貸借対照表）

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「有

価証券」（当連結会計年度152百万円）は資産総額の100

分の１以下となったため、当連結会計年度より、流動資

産の「その他」に含めて表示することに変更いたしまし

た。

 

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました「建

物及び構築物」（当連結会計年度99百万円）は資産総額

の100分の１以下となったため、当連結会計年度より、

有形固定資産の「その他」に含めて表示することに変更

いたしました。

 

２．前連結会計年度において流動負債の「その他」に含め

ていた「短期借入金」（20百万円）は、負債、少数株主

持分及び資本の合計額の100分の１を超えたため、当連

結会計年度より区分掲記することといたしました。

 

３.前連結会計年度において区分掲記しておりました「短

期借入金」（当連結会計年度20百万円）は、負債、少数

株主持分及び資本の合計額の100分の1以下となったため

当連結会計年度より、流動負債の「その他」に含めて表

示することに変更いたしました。

 

 

 

 （連結損益計算書）

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「受

取手数料」（当連結会計年度３百万円）は、営業外収益

の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度

より、営業外収益の「その他」に含めて表示することに

変更いたしました。

 

 （連結損益計算書）

１．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めていた「受取利息」（５百万円）は営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記することといたしました。

 

２．前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めていた「コミットメントフィー」（１百万円）は、営

業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計

年度より区分掲記することといたしました。

 

２．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めていた「受取手数料」（３百万円）は、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区

分掲記することといたしました。

 

３．前連結会計年度において区分掲記しておりました「固

定資産除却損」（当連結会計年度20百万円）及び「店舗

撤退損」（当連結会計年度17百万円）は、特別損失の総

額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より

特別損失の「その他」に含めて表示することに変更いた

しました。

 

３．前連結会計年度において区分掲記しておりました「支

払利息」（当連結会計年度４百万円）は、営業外費用の

総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度よ

り、営業外費用の「その他」に含めて表示することに変

更いたしました。

 

 ４．前連結会計年度において特別損失の「その他」に含め

ていた「固定資産除却損」（20百万円）及び「店舗撤退

損」（17百万円）は、特別損失の総額の100分の10を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記することといた

しました。
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前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「賞

与引当金増減額」（当連結会計年度△12百万円）は、金

額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、

営業活動によるキャッシュ・フローの小計より上の区分

の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「貸

倒引当金増減額」（当連結会計年度△０百万円）及び

「役員退職慰労引当金の増減額」当連結会計年度△５百

万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会

計年度より、営業活動によるキャッシュ・フローの小計

より上の区分の「その他」に含めて表示することに変更

いたしました。

 

２．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの小計より上の区分の「その他」に含めていた

「役員退職慰労引当金の増減額」（15百万円）及び「投

資有価証券売却益」（３百万円）は金額的重要性が増し

たため、当連結会計年度より区分掲記することといたし

ました。

 

２．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの小計より上の区分の「その他」に含めていた

「受取利息及び受取配当金」（25百万円）及び「店舗撤

退損」（17百万円）は金額的重要性が増したため、当連

結会計年度より区分掲記することといたしました。

 

３．前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「無形固定資産の取得

による支出」（９百万円）は金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より区分掲記することといたしました。

 

３．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの下の区分の「その他」に含めていた「利息及び

配当金の受取額」（24百万円）及び「法人税等の還付

額」（１百万円）は金額的重要性が増したため、当連結

会計年度より区分掲記することといたしました。

 

４．前連結会計年度において区分掲記しておりました「保

険積立金の満期等による収入」（当連結会計年度10百万

円）は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年

度より、投資活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。

 

４．前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「自己株式の処分によ

る収入（６百万円）は金額的重要性が増したため、当連

結会計年度より区分掲記することといたしました。

 

５．前連結会計年度において区分掲記しておりました「自

己株式の取得による支出」（当連結会計年度２百万円）

は金額的重要性がないため、当連結会計年度より、財務

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表

示することに変更いたしました。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

──────  （法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法）

  　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表

されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割35百万円

を販売費及び一般管理費として処理しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が35百万円増加し、

営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が、35

百万円増加しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年１月31日）

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

＊１　有形固定資産の減価償却累計額    346百万円 ＊１　有形固定資産の減価償却累計額      352百万円

＊２　受託商品残高 ＊２　受託商品残高

この他に受託商品残高

(仕入先との約定による預り商品)

  983百万円 この他に受託商品残高

(仕入先との約定による預り商品)

   960百万円

＊３　　　　―――――――――― ＊３　投資有価証券には、㈱ソバック（平成18年２月１日

設立）に対する新株式払込金７百万円が含まれてお

ります。

＊４　担保資産及び担保付債務 ＊４　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。 　担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金   50百万円

土地   242百万円

有形固定資産「その他」   34百万円

　計   327百万円

現金及び預金     50百万円

　  

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

銀行保証

（前払式証票発行に対するもの）
  50百万円

銀行保証

（前払式証票発行に対するもの）
    50百万円

＊５　当社の発行済株式総数は、普通株式18,404,825株で

あります。

＊５　当社の発行済株式総数は、普通株式18,404,825株で

あります。

＊６　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

＊６　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

普通株式 1,724,075株 普通株式 1,506,621株

  

－ 22 －



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31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。

給料・手当    2,684百万円

賞与引当金繰入額      208百万円

地代家賃    1,541百万円

給料・手当      2,687百万円

賞与引当金繰入額        212百万円

地代家賃      1,577百万円

＊２　固定資産売却損の内容 ＊２　　　　――――――――――

土地 477百万円

その他 58百万円

計 535百万円

   

   

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と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17年１月31日現在)

現金及び現金同等物の期末残高と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18年１月31日現在)

現金及び預金勘定      1,006百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金
 △　123百万円

取得日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券）
  162百万円

現金及び現金同等物      1,045百万円

現金及び預金勘定          953百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金
 　  △  123百万円

取得日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券）
     152百万円

現金及び現金同等物          983百万円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

有形固定資産
「その他」

833 411 421

無形固定資産 195 50 144

合計 1,028 461 566

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

有形固定資産
「その他」

992 378 613

無形固定資産 271 104 166

合計 1,263 483 779

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内    182百万円

１年超    391百万円

合計 573百万円

１年内       242百万円

１年超       545百万円

合計    788百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料    216百万円

減価償却費相当額    201百万円

支払利息相当額  10百万円

支払リース料       256百万円

減価償却費相当額       246百万円

支払利息相当額    12百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左
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②　有価証券

Ⅰ前連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年１月31日現在）

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額

（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

（1）　株式 45 47 1

（2）　債券    

①　社債 49 50 0

（3）　その他 289 304 14

小計 385 402 17

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

（1）　株式 152 148 △　 4

（2）　その他 554 486 　△　68

小計 707 634 △　72

合計 1,092 1,037 △　55

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年２月１日　至平成17年１月31日）

 （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

929 182 3

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年１月31日現在）

(1) その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）　　　　57百万円

非上場公社債投資信託　　　　　　　 　　162百万円

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年１月31日現在）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

　（1）　社債 － 50 － －

２．その他 － － － 78

－ 50 － 78
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Ⅱ当連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年１月31日現在）

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額

（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

（1）　株式 59 95 36

（2）　その他 510 580 69

小計 570 676 105

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

（1）　その他 150 150 △   0

小計 150 150  △   0

合計 721 826 105

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

 （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

864 117 4

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年１月31日現在）

(1) その他有価証券

非上場株式          　　　　　          57百万円

非上場公社債投資信託                   152百万円

記名式譲渡性預金 　　　　　            100百万円

投資事業組合等への出資                 100百万円

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年１月31日現在）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．その他 － － － 100

－ － － 100

③　デリバティブ取引

 当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を全く利用していないた

め、該当事項はありません。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社（連結子会社への出向者を含む。）は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び適格退職年金

制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　前連結会計年度及び当連結会計年度末現在、当社（連結子会社への出向者を含む。）で厚生年金基金は１基

金、適格退職年金は１年金を有しております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年１月31日）

（百万円）

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

（百万円）

イ．退職給付債務 △　1,372 △　1,497

ロ．年金資産　（注）１ 1,119 1,515

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △　　253  18

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 104 －

ホ．未認識数理計算上の差異 30 △　　162

へ．未認識過去勤務債務 54 37

ト．連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ＋へ）
△　　　63 △　　106

チ．前払年金費用 － －

リ．退職給付引当金（ト－チ） △　　　63 △　　106

前連結会計年度
（平成17年１月31日）

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

（注）１．上記年金資産以外に、総合設立の厚生年金基

金への拠出に対応する年金資産が1,958百万円あ

ります。

（注）１．上記年金資産以外に、総合設立の厚生年金基

金への拠出に対応する年金資産が2,071百万円あ

ります。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自平成16年２月１日
至平成17年１月31日）

（百万円）

当連結会計年度
（自平成17年２月１日
至平成18年１月31日）

（百万円）

イ．勤務費用　（注）１ 225 274

ロ．利息費用 39 34

ハ．期待運用収益 △　　　25 △　　　27

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額 104 104

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 8 15

へ．過去勤務債務の費用処理額 17 17

退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 370 418

前連結会計年度
（平成17年１月31日）

当連結会計年度
（平成18年１月31日）

（注）１．総合設立の厚生年金基金への要拠出額は、

「イ．勤務費用」に計上しております。

同　　　　左

－ 27 －



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（自平成16年２月１日
至平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自平成17年２月１日
至平成18年１月31日）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ．割引率 2.5％ 2.0％

ハ．期待運用収益率 2.5％ 同左

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 ５年（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法によっております。）

同左

ホ．数理計算上の差異の処理年数 ５年（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することとし

ております。）

同左

へ．会計基準変更時差異の処理年数 ５年 同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 （単位：百万円）

繰延税金資産  

貸倒引当金 7

　賞与引当金 84

　返品調整引当金 23

  繰越欠損金  175

　役員退職慰労引当金 47

　その他有価証券評価差額金 22

　その他 11

繰延税金資産小計 371

評価性引当額 △ 175

繰延税金資産合計 196

繰延税金負債  

　その他 △   0

繰延税金負債合計 △　 0

繰延税金資産（負債）の純額 196

 （単位：百万円）

繰延税金資産  

未払事業税 14 

　賞与引当金 85 

　返品調整引当金 21 

  繰越欠損金 148 

退職給付引当金 43 

　役員退職慰労引当金 44 

　その他 33 

繰延税金資産小計 391 

評価性引当額  △ 149 

繰延税金資産合計 241 

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金 △  42 

　その他 △   0 

繰延税金負債合計 △  42 

繰延税金資産（負債）の純額 199 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産－その他 119

固定資産－その他 77

流動資産－その他 146 

固定資産－その他 53 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　　法人税等を控除する前の当期純利益がないため記載

　　しておりません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　　法人税等を控除する前の当期純利益がないため記載

　　しておりません。
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年２月１日　至平成17年１月31日）及び当連結会計年度（自平成17年２月１日　至

平成18年１月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「宝飾品関連事業」

の割合が、いずれも90％を超えているため、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年２月１日　至平成17年１月31日）及び当連結会計年度（自平成17年２月１日　至

平成18年１月31日）

　連結会社が本邦以外の国又は地域に存在しないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年２月１日　至平成17年１月31日）及び当連結会計年度（自平成17年２月１日　至

平成18年１月31日）

　連結会社の本邦以外の国又は地域における売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

Ⅰ前連結会計年度（自平成16年２月１日　至平成17年１月31日）

該当事項はありません。

Ⅱ当連結会計年度（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

（１）役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所

資本金
又は
出資金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 藤澤　久之 － － 当社取締役
(被所有)
直接

0.07
－ －

資金の貸付 10 短期貸付金 10

貸付の利息 0 未収収益 0

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期限一括返済として

おります。なお、担保は受け入れておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１株当たり純資産額    644円51銭

１株当たり当期純損失金額 23円45銭

１株当たり純資産額      629円25銭

１株当たり当期純損失金額   12円33銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当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。 

前連結会計年度
(自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日)

当期純損失（百万円） 391 205

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 0

普通株式に係る当期純損失（百万円） 391 205

普通株式の期中平均株式数（株） 16,679,817 16,695,980

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

平成15年４月24日定時株主総会決議

ストックオプション

（新株予約権方式）

 普通株式　573千株

平成15年４月24日定時株主総会決議

ストックオプション

（新株予約権方式）

 普通株式　348千株

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

　該当事項はありません。 　同左
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５．販売実績

 
前連結会計年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

増減

 金額 構成比率 金額 構成比率 金額

  ％  ％  

ダイヤ指輪 2,800 17.1 2,663 16.9  △ 137

その他の指輪 3,611 22.1 3,320 21.1  △ 291

ネックレス 5,234 32.0 4,959 31.5  △ 275

装身具その他宝石 3,821 23.3 3,892 24.7  71

宝石以外 906 5.5 918 5.8  11

合計 16,376 100.0 15,753 100.0 △ 622
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