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１．18年７月中間期の連結業績（平成18年２月１日～平成18年７月31日）

(1）連結経営成績  

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年７月中間期 6,969 △8.8 △120 － △111 －

17年７月中間期 7,640 △6.1 △145 － △137 －

18年１月期 15,753 △251 △232

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭 円　銭

18年７月中間期 △576 － △34.01 －

17年７月中間期 △102 － △6.17 －

18年１月期 △205 △12.33 －

（注）①持分法投資損益 18年７月中間期 －百万円 17年７月中間期 －百万円 18年１月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年７月中間期 16,957,736株 17年７月中間期 16,678,754株 18年１月期 16,695,980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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態  

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

18年７月中間期 15,082 10,005 66.3 588.20

17年７月中間期 16,412 10,624 64.8 637.06

18年１月期 16,249 10,633 65.5 629.25

（注）期末発行済株式数（連結） 18年７月中間期 17,004,804株 17年７月中間期 16,677,644株 18年１月期 16,898,204株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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７月中間期 △150 67 270 1,180

17年７月中間期 △888 △61 752 848

18年１月期 △806 271 472 983

(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 ５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） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19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

通期 14,550 △130 △700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△41円16銭

※業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定要素を含んでおります。従いまして実

際の業績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく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５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）

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。

物流サービス：株式会社ソバックは、当社、株式会社ジュエリーシノン、株式会社ＧＢに対して物流サービスの提

供を行っております。

　なお、前連結会計年度において連結子会社であった株式会社オプティックベリテは、平成18年６月に当社が所有す

る株式をすべて譲渡しております。

 

　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。
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（注）１．図の内容は平成18年７月31日現在の状況であります。

　　　２．株式会社ソバックは、物流の効率化を図るため平成18年２月１日に設立いたしました。
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２．経営方針
(1）会社経営の基本方針

　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おります。

　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、全国に

店舗網を拡大し、人々の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おります。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、おもてなしとサービスシステムの充実をはかり、

更に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づく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全ての会社にかかわる人々に満足を感じてもらえる企業作りに努力してま

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。しかしながら、当期は多額の損失を計上する見込みであり、誠に遺憾ながら配当を見送ざるを得な

い状態になりました。当社といたしましては、全構成員が一丸となって、一日も早く業績の回復と復配を果たせるよ

う努めてまいる所存であります。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は株式の流動性の向上及び個人投資家層の拡大を重要課題としております。投資家の皆様に投資しやすい環境

を整えるため、株価の動向等慎重に検討した上で、投資単位の引き下げを行っていく所存でございます。

　なお、現在のところ投資単位の引き下げについて予定はありません。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、中長期的に売上高及び利益率向上を目指す経営を取り組んでまいりましたが、現在のところ未達

成で推移しております。残念ながら、今中間期も回復基調となりませんでしたが、店頭活性化による売上の向上と、

ムダ・ムラ・ムリを排した業務見直しに伴う効率経営を目指し、企業価値を高める経営に努め、売上高経常利益率を

中期的に５％以上を志向しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　今中間期の業績を踏まえ、当社グループが早急に対処すべき課題として、店舗政策、商品・販売政策、人事政策、

組織のあり方などにおいて抜本的な改革に取組んでまいります。　

①店舗政策

　当社グループの中核である「ベリテ」に加え、団塊ジュニアを対象とした「イリア」、特定顧客を対象とした

「ジュエリーサロン」、連結子会社である株式会社ＧＢが展開している「ギャルリ・ボウ」、長期在庫品の新たな

価値を創造しお値打ち価格で提供する「アウトレット」など、ショップコンセプトを明確にしながら、営業利益を

重視した経営を推し進めてまいります。又、各店舗の商圏の変化や店舗採算などを検証しつつ出退店基準の見直し

を図り、リニューアルを含めスクラップ＆ビルトを進めてまいります。

②商品・販売政策

　商品面におきましては、プライベートブランド「ラ・ベリテ」「ベリテ レヴェ」の充実・拡大を中心に、ショッ

プブランド別に新商品開発にも注力していきます。また、本部供給商品比率向上による販売効率を高め、充実した

品揃えによる売上・利益の確保に努めてまいります。

　販売面におきましては、サービス機能の核として「セントラル宝飾工房」と全店舗をネットワークで結び、ジュ

エリーのオーダーメイドやリフォームに関するお客様のニーズに対応し、新規客の獲得に努めてまいります。

③人事政策

　ショップブランド別人材育成体系を導入し、各ショップタイプ別に社員に求める能力を等級別に明確にし、且つ

部下育成を上司責任の必須項目といたします。そして、社員自らチャレンジする能力開発支援の仕組みを推進して

いきます。

④組織のあり方

　組織の効率的な運営と業務の合理化を行い、迅速な意思決定が図れる組織を構築してまいります。

　これらの諸施策により経営の効率化を推進し、業績の確保と経営基盤の強化を図ってまいります。　
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(6）その他、会社の経営上重要な事項

　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）経営成績

　当中間連結会計期間のわが国経済は、原油価格の高騰等の不安材料を抱えながらも企業収益の改善による設備投資

の増加や雇用情勢の改善が進み、景気は緩やかながら拡大を続けました。また、個人消費につきましては、所得が改

善していることを受け緩やかながら増加基調にありますが、新たな大型商業施設が全国規模で開発され、百貨店・

ショッピングセンター・専門店・チェーンストアなど業態を越えた競争が一段と激化してきております。 

　このような環境の下、当社グループでは、新規出店１店舗、改装11店舗及び２店舗の撤収を行いました。商品面に

つきましては、オリジナルブランド「ラ・ベリテ」・「ベリテ　レヴェ」の拡販に取り組み販売実績も堅調に推移し

ております。また、新規客の獲得拡大を目指した店頭活性化策として本部と各店舗をＴＶフォンでつなぎ、リフォー

ムやオーダーメイドジュエリーの販売及び修理加工に関するニーズに対応する「セントラル宝飾工房」を全店に稼動

させる体制を整えました。

　そして、ロジスティクスを手がけながら将来的にはジュエリー業界の内外を問わず多角的な業務を推進するため、

２月に株式会社ソバックを設立いたしました。

　しかしながら、これらの店頭強化策を実行してまいりましたが、客単価は前年並みを確保しているものの、店頭に

おける客数の減少により、売上高目標を大きく下回る結果となりました。また、利益面におきましては、減損会計の

適用による店舗用資産の減損損失198百万円及び繰延税金資産の取崩しにより法人税等調整額241百万円を計上してお

ります。以上により、当中間連結会計期間の売上高は6,969百万円（前中間連結会計期間比△8.8％減）、経常損失は

111百万円（前中間連結会計期間は137百万円の損失）、中間純損失は576百万円（前中間連結会計期間は102百万円の

損失）となりました。

(2）財政状態

　①資産、負債及び資本の状況

イ．資産

　当中間連結会計期間末の流動資産は、前中間連結会計期間末と比べ614百万円減少し、9,864百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が952百万円減少したことによるものであります。

　当中間連結会計期間末の固定資産は、前中間連結会計期間末と比べ715百万円減少し、5,217百万円となりまし

た。これは主に、投資有価証券の減少223百万円及び敷金・差入保証金の期日返還等により324百万円したことに

よるものであります。

ロ．負債

　当中間連結会計期間末の負債合計は、前中間連結会計期間末と比べ705百万円減少し、5,076百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金の減少686百万円によるものであります。 

ハ．純資産

　当中間連結会計期間末の純資産は、前中間連結会計期間末と比べ624百万円減少し、10,005百万円となりました。

これは主に、中間純損失576百万円の計上によるものであります。

　②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間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、前中間連

結会計期間末に比べ332百万円（39.1％）増加し、当中間連結会計期間末には1,180百万円となりました。

　当中間連結会計期間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）

　当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は150百万円であり、前中間連結会計期間と比べ737百

万円の支出減となりました。これは主に、前中間連結会計期間と比較し、税金等調整前中間純損失が188百万円増

加し、仕入債務の増減によるキャッシュ・フローが278百万円減少したものの、売上債権の増減によるキャッシュ・

フローが1,043百万円及びたな卸資産の増減によるキャッシュ・フローが254百万円増加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）

　当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は67百万円であり、前中間連結会計期間に比べ128百万

円の収入増となりました。これは主に、前中間連結会計期間と比較し、投資有価証券の取得による支出が52百万

円及び敷金・差入保証金の差入による支出が50百万円減少したことによるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は270百万円であり、前中間連結会計期間に比べ481百

万円の収入減となりました。これは主に、前中間連結会計期間と比較し、短期借入金の純増減額に伴うキャッ

シュ・フローが502百万円の収入減となったことによるものであります。

　なお、当社の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 平成19年１月期

期末 期末 中間

自己資本比率 66.5％ 65.5％ 66.3％

時価ベースの自己資本比率 26.0％ 41.1％ 37.1％

債務償還年数 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － －

（注）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

※各指標は、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。

※平成17年１月期期末、平成18年１月期期末及び平成19年１月期中間のいずれも、営業キャッシュ・フローがマイ

ナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(3）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あり

ます。

（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り、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与え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行っておりますが、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。

（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損害を被る可能性が

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）通期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、依然として原油高が続く中、米国経済も減速が予想され、国内の経済情勢も不

透明な状況にあります。 

　このような状況の中、宝飾業界におきましても企業間競争がより厳しい環境が予想されます。そのため、当社グルー

プといたしましては、店舗における集客力アップを目的とした、セントラル宝飾工房を店舗に設置いたしました。ま

た、オリジナル商品「ラ・ベリテ」を中心としたＰＢブランドの新商品開発によりベリテ独自のテイストを持った商

品をお客様に提案し、お客様の支持が得られるよう努力し、業績の向上に努めてまいります。

　以上により、通期連結業績見通しにつきましては、売上高14,550百万円、経常損失130百万円、当期純損失700百万

円を見込んでおります。 
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ＊３ 808 1,237 953

２　受取手形及び売掛金 ＊４ 3,520 2,568 3,428

３　有価証券  － 153 －

４　たな卸資産 ＊２ 5,130 5,051 5,210

５　その他 1,026  874 1,007

６　貸倒引当金 △7 △20 △6

流動資産合計 10,479 63.9 9,864 65.4 10,592 65.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ＊１ 432 2.6  401 2.7 453 2.8

２　無形固定資産  70 0.4  75 0.5  77 0.5

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券  1,238  1,014  1,091

(2）敷金・差入保証
金

3,543 3,219 3,391

(3）その他  660 519 656

（4）貸倒引当金 △13 5,429 33.1 △13 4,740 31.4 △13 5,126 31.5

固定資産合計 5,932 36.1 5,217 34.6 5,657 34.8

資産合計 16,412 100.0 15,082 100.0 16,249 100.0

 
（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金 ＊４ 3,737 3,051 3,997

２　短期借入金  822 800 500

３　賞与引当金 219 210 212

４　返品調整引当金 64 59 52

５　その他 745 666 630

流動負債合計 5,589 34.0 4,787 31.8 5,392 33.2

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 84 61 106

２　役員退職慰労引当金 106 90 111

３　その他 － 136 －

固定負債合計 191 1.2 288 1.9 217 1.3

負債合計 5,781 35.2 5,076 33.7 5,610 34.5
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前中間連結会計期間末

（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 5 0.0 － － 5 0.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,022 18.4 － － 3,022 18.6

Ⅱ　資本剰余金 3,673 22.4 － － 3,673 22.6

Ⅲ　利益剰余金 4,275 26.1 － － 4,172 25.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

△5 △0.0 － － 63 0.4

Ⅴ　自己株式 △341 △2.1 － － △298 △1.8

資本合計 10,624 64.8 － － 10,633 65.5

負債、少数株主持分
及び資本合計

16,412 100.0 － － 16,249 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

 １　資本金 － － 3,022 20.0 － －

 ２　資本剰余金   3,673 24.4   

 ３　利益剰余金   3,545 23.5   

 ４　自己株式 － － △278 △1.8 － －

 　株主資本合計 － － 9,963 66.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

 １　その他有価証券評価
差額金

－ － 39 0.2 － －

 　評価・換算差額等合計 － － 39 0.2 － －

Ⅲ　少数株主持分   3 0.0   

 　　純資産合計 － － 10,005 66.3 － －

 　　負債純資産合計 － － 15,082 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 7,640 100.0 6,969 100.0 15,753 100.0

Ⅱ　売上原価 3,775 49.4 3,368 48.3 4,754 49.2

売上総利益 3,865 50.6 3,601 51.7 7,998 50.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１ 4,010 52.5 3,722 53.4 8,250 52.4

営業損失 145 △1.9 120 △1.7 251 △1.6

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 6 4 11

２　受取配当金 2 － 26

３　受取賃貸料 5 5 10

４　受取手数料 4 9 9

５　店舗改装補償金 － 3 －

６　その他 8 27 0.4 6 28 0.4 14 73 0.5

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 － 2 4

２　たな卸資産処分損 7 2 10

３　コミットメント
フィー

3 4 29

４　保険差損 2 － －

５　投資事業組合等投資
損失

－ 5 －

６　その他 7 20 0.3 3 19 0.3 9 54 0.4

経常損失 137 △1.8 111 △1.6 232 △1.5

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 16 9 117

２　関係会社株式売却益 － 4 －

３　店舗撤退補償金 8 － －

４　その他 － 24 0.3 － 14 0.2 10 127 0.8

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 2 － 19

２　減損損失 ＊２ － 198 －

３　その他 － 2 0.0 7 205 3.0 83 103 0.6

税金等調整前中間
（当期）純損失

114 △1.5 303 △4.4 208 △1.3

法人税、住民税及
び事業税

32 33 66

法人税等調整額 △43 △11 △0.2 241 274 3.9 △67 △1 △0.0

少数株主損失 0 0.0 1 0.0 0 0.0

中間（当期）純損
失

102 △1.3 576 △8.3 205 △1.3
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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 3,673 3,673

Ⅱ　資本剰余金中間期末
（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 4,428 4,428

Ⅱ　利益剰余金減少高

１　中間（当期）純損失 102 － 205  

２　配当金 50 152 50 255

Ⅲ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

4,275 4,172

 

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

（百万円）

株主資本  評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計

平成18年1月31日　残高 3,022 3,673 4,172 △298 10,570 63 63 5 10,639

中間連結会計期間中の変

動額

剰余金の配当   △50  △50    △50

利益処分による役員賞

与
  △0  △0    △0

中間純損失   △576  △576    △576

自己株式の取得    △0 △0    △0

自己株式の処分  △0  21 21    21

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の

変動額（純額）

     △24 △24 △2 △26

中間連結会計期間中の変

動額合計
 △0 △627 20 △606 △24 △24 △2 △633

平成18年7月31日　残高 3,022 3,673 3,545 △278 9,963 39 39 3 10,005
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書
(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） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間(当期)純
損失

△114 △303 △208

減価償却費 24 23 53

減損損失 － 198 －

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

－ 13 －

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

20 △44 42

役員退職慰労引当金の増減
額（減少：△）

－ △20 －

投資有価証券売却益 △16 △9 △117

売上債権の増減額（増加：
△）

△184 859 △92

たな卸資産の増減額（増
加：△）

△115 138 △195

仕入債務の増減額（減少：
△）

△661 △939 △401

その他 116 22 94

小計 △930 △61 △823

法人税等の還付額 50 － 50

法人税等の支払額 △22 △69 △22

その他 13 △19 △10

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△888 △150 △806

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 △116 △116 △226

定期預金の払戻による収入 98 98 190

有形固定資産の取得による
支出

△17 △19 △72

無形固定資産の取得による
支出

△17 － △31
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前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書
(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） 金額（百万円）

投資有価証券の取得による
支出

△384 △332 △686

投資有価証券の売却による
収入

304 267 933

貸付けによる支出 △20 － －

敷金・差入保証金の差入に
よる支出

△69 △19 △123

敷金・差入保証金の回収に
よる収入

146 184 321

積立保険金の満期等による
収入 

26 － －

その他 △10 5 △33

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△61 67 271

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 2,802 － 8,702

短期借入金の返済による支
出

△2,000 － △8,222

短期借入金の純増減額（減
少：△） 

－ 300 －

自己株式の売却による収入 － 21 44

配当金の支払額 △49 △49 △49

その他 △0 △0 △2

財務活動によるキャッシュ・
フロー

752 270 472

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△197 187 △62

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,045 983 1,045

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額

－ 10 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

 848 1,180 983
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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。

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、株式会社ソバックの

５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、株式会社ソバックに

ついては、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したため連結の範囲

に含めております。

 なお、株式会社オプティックベリ

テについては、平成18年６月に保有

株式を売却しておりますが、同社株

式のみなし売却日が当中間連結会計

期間末であることから、連結損益計

算書には、同社の損益が含まれてお

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 同　　　　左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同　　　　左 連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

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

中間決算日の市場価格等に

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

同　　　　左

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）

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。 

時価のないもの

同　　　　　左 

時価のないもの

同　　　　　左 

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

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

ロ．貯蔵品

同　　　　左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

(2) 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）につい

ては定額法）を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。

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

①　有形固定資産

同　　　　左

 ②　無形固定資産

定額法 

なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）

に基づく定額法

②　無形固定資産

同　　　　左

(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

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

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

③　返品調整引当金

同　　　　左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

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、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

会計基準変更時差異（522

百万円）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

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、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

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

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。

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

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 同　　　　左

(5) その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

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

①　消費税等の会計処理

同　　　　左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 同　　　　左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会　平成14年８月９日）)及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り税金等調整前中間純損失が198百万円増

加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

――――――

   

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

10,002百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表等規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の中間連結財務諸表等規則により作成

しております。

――――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

（中間連結貸借対照表関係） （中間連結貸借対照表関係）

１．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「土地」（当中間連結会計期間245百万円）は、資産総

額の100分の５以下となったため、当中間連結会計期間

より、「有形固定資産」として一括掲記することに変更

いたしました。

１．前中間連結会計期間において流動資産の「その他」に

含めていた「有価証券」は資産総額の100分の１を超え

たため、当中間連結期間より区分掲記することといたし

ました。なお、前連結会計期間の流動資産の「その他」

に含まれている「有価証券」は162百万円であります。

 （中間連結損益計算書関係）  （中間連結損益計算書関係）

１．前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めていた「受取利息」（２百万円）及び「受取

手数料」（２百万円）は、営業外収益の総額の100分の

10を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記する

ことといたしました。

１．前中間連結会計期間において、区分掲記しておりまし

た「受取配当金」（当中間連結会計期間１百万円）は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当中

間連結会計期間より、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。

２．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「支払利息」（当中間連結会計期間１百万円）は、営業

外費用の総額の100分の10以下となったため、当中間連

結会計期間より、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。

２．前中間連結会計期間において、営業外費用の「その

他」に含めていた「支払利息」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より、区

分掲記することといたしました。なお、前中間連結会計

期間の営業外費用の「その他」に含まれている「支払利

息」は１百万円であります。

３．前中間連結会計期間において、特別損失の「その他」

に含めていた「固定資産除却損」（10百万円）は、特別

損失の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計

期間より、区分掲記することといたしました。

３．前中間連結会計期間において、区分掲記しておりまし

た「固定資産除却損」（当中間連結会計期間３百万円）

は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当

中間連結会計期間より、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。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「貸倒引当金の増減額」（当中間連結会計期間０百万

円）及び「役員退職慰労引当金の増減額」（当中間連結

会計期間△９百万円）は、重要性が乏しくなったため、

当中間連結会計期間より、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。

１．前中間連結会計期間において、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「貸倒引当金の増減額」及び「役員退職慰労引当金

の増減額」は重要性が増したため、当中間連結会計期間

より区分掲記することといたしました。なお、前中間連

結会計期間の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」に含まれている「貸倒引当金

の増減額」は０百万円、「役員退職慰労引当金の増減

額」は△９百万円であります。

２．前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの小計より下の区分の「その他」に含めて

いた「法人税等の還付額」（０百万円）は重要性が増し

たため、当中間連結会計期間より区分掲記することとい

たしました。

２．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました、

「法人税等の還付額」（当中間連結会計期間４百万円）

は、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間よ

り、営業活動によるキャッシュ・フローの小計より下の

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。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

３．前中間連結会計期間において、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「保険積立金の

満期等による収入」（10百万円）は重要性が増したため、

当中間連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。

３．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「無形固定資産の取得による支出」（当中間連結会計期

間△６百万円）は、重要性が乏しくなったため、当中間

連結会計期間より、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．財務活動によるキャッシュ・フローの「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」は、前

中間連結会計期間までは総額で表示しておりましたが、

当中間連結会計期間より純額で表示しております。なお、

当中間連結会計期間の「短期借入れによる収入」は5,300

百万円、「短期借入金の返済による支出」は5,000百万

円であります。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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

分の中間連結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、当中

間連結会計期間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17百万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

17百万円増加し、営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失が、17百

万円増加しております。

────── （法人事業税における外形標準課税部

分の連結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、当中

間連結会計期間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

及び税金等調整前中間純損失が、35百

万円増加しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

＊１　有形固定資産の減価償却累計は、356百

万円であります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計は、344百

万円であります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は、352

百万円であります。

＊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）

     944百万円

＊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）

        1,126百万円

＊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）

   960百万円

＊３　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。

＊３　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。

＊３　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。

現金及び預金   50百万円

  

現金及び預金     50百万円

  

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。 担保付債務は次のとおりであります。

銀行保証 50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

  

銀行保証   50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

  

銀行保証 50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

  

＊４　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

＊４　　　　　────── ＊４　　　　　──────

受取手形   10百万円

支払手形 0　〃
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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。

＊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  1,342百万円

地代家賃 767　〃

賞与引当金繰入

額
219　〃

給料・手当  1,299百万円

地代家賃 　750　〃

賞与引当金繰入

額
　210　〃

給料・手当 2,687百万円

地代家賃 1,577　〃

賞与引当金繰入

額
212　〃

＊２　　　　　―――――― ＊２　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

宝飾店舗

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

建設仮勘定

無形固定資産

長期前払費用

リース資産

東北地区 9

関東地区 96

中部地区 34

近畿地区 14

中国地区 10

四国地区 1

九州地区 0

その他 31

合計 198

減損損失の金額

建物附属設備 26百万円

器具備品 25  〃

建設仮勘定 4  〃

無形固定資産 0　〃

長期前払費用 15  〃

リース資産 125　〃

合計 198　〃

 

   　当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として店舗を基本単位

としてグルーピングしております。店舗

については、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスとなる見込みであるた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に

計上いたしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額

は、正味売却価額により測定しておりま

すが、売却可能性が見込めないため、零

としております。

＊２　　　　　――――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

１．発行済株式数の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間末

株式数（千株）

発行済株式数     

　　普通株式 18,404 － － 18,404

合計 18,404 － － 18,404

自己株式     

　　普通株式（注） 1,506 2 109 1,400

合計 1,506 2 109 1,400

　（注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２.　普通株式の自己株式の株式数の減少109千株はストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による減

少であります。

 

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

平成18年４月20日

定時株主総会
普通株式 50 ３ 平成18年１月31日 平成18年４月21日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

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７月31日現在） （平成18年７月31日現在） （平成18年１月31日現在）

現金及び預金勘定      808百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△123　〃

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　〃

現金及び現金同等物      848　〃

現金及び預金勘定      1,237百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△210　〃

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）

153　〃

現金及び現金同等物     1,180　〃

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　〃

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　〃

現金及び現金同等物        983　〃
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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

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中間期末

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、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資
産

921 359 561

無形固定資
産

271 76 194

合計 1,192 435 756

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固
定資産

1,040 416 104 519

無形固
定資産

271 132 － 138

合計 1,311 549 104 657

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

992 378 613

無形固定資
産

271 104 166

合計 1,263 483 779

２．未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料期末残高相当額

 

 

１年内    228百万円

１年超 535　〃

合計 764　〃

未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内    248百万円

 １年超 522　〃

合計 771　〃

リース資産減損

勘定の残高
105　〃

 

 

１年内    242百万円

１年超 545　〃

合計 788　〃

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、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

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 126百万円

減価償却費相当額 121　〃

支払利息相当額 6　〃

支払リース料  134百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
20　〃

減価償却費相当額 110　〃

支払利息相当額 6　〃

減損損失 125　〃

支払リース料  256百万円

減価償却費相当額 246　〃

支払利息相当額 12　〃

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同　　　　左 同　　　　左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。

同　　　　左 同　　　　左
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②　有価証券

Ⅰ　前中間連結会計期間末（平成17年７月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
中間連結貸借対照表計
上額

差額

(1) 株式 223百万円 218百万円 △4百万円

(2) その他 867　〃 862　〃 △4　〃

計 1,090　〃 1,081　〃 △9　〃

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

　非上場公社債投資信託 162百万円

　非上場株式 57　〃

  投資事業組合等への出資 100　〃

Ⅱ　当中間連結会計期間末（平成18年７月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
中間連結貸借対照表計
上額

差額

(1) 株式 79百万円 112百万円 32百万円

(2) その他 717　〃 750　〃 32　〃

計 797　〃 862　〃 65　〃

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

　非上場公社債投資信託 153百万円

　非上場株式 57　〃

  投資事業組合等への出資 94　〃

Ⅲ　前連結会計年度末（平成18年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(1) 株式 59百万円 95百万円 36百万円

(2) その他 661　〃 731　〃 69　〃

計 721　〃 826　〃 105　〃

２．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

(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　〃

　記名式譲渡性預金 100　〃

　投資事業組合等への出資 100　〃
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③　デリバティブ取引

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前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ので、該当事項はありません。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年７月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

２月１日　至　平成18年７月31日）及び前連結会計年度（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、営業損益の合計額に占める「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

前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年７月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

２月1日　至　平成18年７月31日）及び前連結会計年度（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

前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年７月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

２月1日　至　平成18年７月31日）及び前連結会計年度（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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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  637円06銭

１株当たり中間純損失金額 6円17銭

１株当たり純資産額  588円20銭

１株当たり中間純損失金額 34円01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株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり中間純損

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株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり中間純損

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株当たり中間（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。

前中間連結会計期間
(自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失

（百万円）
102 576 205

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － 0

普通株式に係る中間（当期）純損失

（百万円）
102 576 205

普通株式の期中平均株式数（株） 16,678,754 16,957,736 16,695,980

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

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　174千株

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

－ 28 －



５．販売及び仕入の状況
(1）販売実績

商品別

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）
前期比
（％）

金額（百万円）

〔宝飾品関連事業〕     

ダイヤ指輪 1,314 1,093 △16.8 2,663

その他の指輪 1,566 1,361 △13.1 3,320

ネックレス 2,399 2,283 △4.9 4,959

装身具その他宝石 1,905 1,834 △3.7 3,892

〔その他の事業〕     

メガネ・損害保険等 454 396 △12.6 918

合計 7,640 6,969 △8.8 15,753

(2）仕入実績

商品別

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）
前期比
（％）

金額（百万円）

〔宝飾品関連事業〕     

ダイヤ指輪 617 412 △33.3 1,278

その他の指輪 769 616 △19.9 1,518

ネックレス 1,194 1,002 △16.1 2,480

装身具その他宝石 1,070 992 △7.2 2,190

〔その他の事業〕     

メガネ・損害保険等 255 208 △18.6 533

合計 3,908 3,232 △17.3 8,000
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