
１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △0円78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。 

平成19年3月期 中間決算短信（連結） 
平成18年11月22日

上場会社名 株式会社サハダイヤモンド 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  ９８９８ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.sakha.co.jp/) 

代表者 役職名  代表取締役社長 

  氏名  今野 康裕 

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長 

  氏名   大見 信夫 ＴＥＬ  （03）3846－2061 

決算取締役会開催日 平成18年11月22日 

米国会計基準採用の有無 無 

(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9月中間期 1,932 △11.6 △352  ―  △295  ―  

17年9月中間期 2,184  38.1 △166  ―  △112  ―  

18年3月期 4,234  △373  △251  

 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9月中間期 △740  ―  △0 76 ― ―

17年9月中間期 △118  ―  △0 14 ― ―

18年3月期 △621  △0 70 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 ― 百万円 17年9月中間期 ― 百万円 18年3月期 ― 百万円

②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 972,646,754株 17年9月中間期 807,303,055株 18年3月期 883,595,122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 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9月中間期 8,683 7,224 83.2 7 42

17年9月中間期 8,023 7,714 96.2 8 21

18年3月期 8,306 7,950 95.7 8 17

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 972,646,660株 17年9月中間期 938,647,060株 18年3月期 972,646,860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9月中間期 △552 △1,210 1,000 1,247

17年9月中間期 △815 △140 3,468 3,638

18年3月期 △2,228 △1,099 4,210 2,011

(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 3社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 3,800  △310  △755  
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１．企業集団の状況 

 （１）企業集団の現状 

   当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社サハダイヤモンド）、及び子会社３社により構成さ

れており、国内外においてダイヤモンド原石と研磨石の販売、並びに国内において空枠、リング・ペンダント類の販

売を行っております。 

 当社企業集団の主力商品であるダイヤモンドの仕入れは、ロシア連邦サハ（ヤクーチア）共和国における当社子会

社、㈱サハダイヤモンドが、アルロサ社（国営ダイヤモンド生産採掘企業）の100％子会社であるヤプタ社他より、

直接、原石買い付けを行った後自社工場で研磨したダイヤモンドと原石の一部を当社へ輸出しております。  

  また、㈱サハダイヤモンドマニュファクチュアリングは、主として当社と子会社のサハダイヤモンド社よりダイヤ

モンドを仕入れ、販売面においては、世界中のバイヤーが集まるベルギーで積極的に販売を展開しております。 

   当社グループの事業内容及び現状の当社と関係会社の事業系統図につきましては、以下のとおりであります。 

 
 （２）事業内容 

   当社グループは、創業以来40年余りの経験を活かした宝飾品事業の総合卸売企業として、ロシア連邦サハ（ヤクー

チア）共和国産のダイヤモンドを原石購入し、研磨した「ダイヤモンド・ルース」を国内外へ販売するとともに、小

売店への宝飾品卸に加えてインタ－ネットや催事による小売販売事業も行っております。 

   また宝飾品事業の拡大と収益基盤をより強固に構築して企業価値を高めることが重要であると考え、「品質・価格

を重視した商品」、「オリジナリティーな商品」をモットーにリング・ペンダント等の「ジュエリー」の企画・開

発・販売を行っております。 

  ①ダイヤモンド・ルース事業 

   当社とロシア連邦サハ（ヤクーチア）共和国とのダイヤモンド事業に係る合意書の調印により、同国の「サハダイ

ヤモンド社」を子会社とし、原石の買付から研磨したダイヤモンド・ルースを輸出する体制を構築しております。 

   また、そのサハ（ヤクーチア）共和国産ダイヤモンドをベルギー、香港、バンコク等の市場、日本国内の宝飾卸業

者・バイヤー、並びに一般消費者の皆様へ販売し、ダイヤモンド・ルース事業を推進しております。 

  ②ジュエリー事業 

   時代を先取りする感性で常にクオリティーの高い商品の提供とお客様のあらゆるニーズにお応えしております。 

   国内外で最新の技術を駆使した工場で製作された商品を、社内でさらに厳しい品質チェックを行いながら全国の宝

石貴金属専門問屋、小売店、並びに一般消費者の皆様に販売しております。  

 

 

当  社 

 

国内・外の 

宝飾品販売業者

  及び 

一般消費者 

㈱サハダイヤモンド 

マニュファクチュアリング

（ベルギー） 

㈱サハダイヤモンド・ 

エイペル 

世界のダイヤモンドバイヤー 

 

㈱サハダイヤモンド 

（ロシア連邦サハ共和国） 

ヤプタ社 

   アルロサ社 

商品（ポリッシュダイヤ及び原石） 

資金 

商品 

資金

商品 

資金

  原石 資金 資金商品

資金 商品 

資金 原石
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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、ダイヤモンドを中心とした宝飾品事業に特化し、創業当初の卸売に加えて新たに小売部門におけ

る販売事業を手掛けながら、消費者の皆様に満足いく商品を提供することを第一に考え、収益面において黒字定着化

を目指します。  

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社グループは、長期的な観点から、企業体質の強化充実と今後の事業展開に備えるための内部留保を念頭に入れ

ながら株主の皆様に対する利益還元として、継続的な安定配当を行うこと、並びに従業員重視の経営方針を基本とし

ております。 

 そのためにも、利益体質企業へ早期転換を図るため、宝飾品事業の販売シェアー拡大に注力して、安定した配当が

できるよう努めてまいります。  

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針 

 当社の個人投資家の割合は、76.0％（平成18年９月末）と非常に高く、また現状の株価水準、日々の株式売買高等

その流動性は十分に満たされており、単位の引下げに係る費用、効果など併せて検討しましたが、現状、これ以上の

投資単位の引下げは考えられません。また、単元未満株式の買い増し制度につきましても、同様の理由により採用を

見合せております。 

（４）目標とする経営指標 

 当社は、安定した配当実施、並びに収益面における黒字定着化を図るために、早急に本業における収益基盤の確立

を目指します。平成19年３月期においては、過去の赤字体質企業からの脱却を図るべく売上総利益率の向上を目指し

ながら、小売事業における販売部門の拡張を行ってまいります。「１株当たり純利益」を重要な経営指標ととらえ、

併せて「１株当たり純資産」の向上を目指しております。 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

 宝飾品事業を取り巻く経営環境は、個人消費が緩やかに回復しているものの、依然として厳しい状況が暫くは続く

ものと考えております。このような環境の中、当社は、引続きダイヤモンドを中心とした宝飾品事業に特化した体制

作りに徹しております。サハ（ヤクーチア）共和国の子会社が有利な原石を購入して、かつ、同社の自社工場で研磨

を行った利益率の高いダイヤモンドを今後は、より利益率の高い小売部門を中心にウエイトをおき販売を行ってまい

ります。利益計画の根幹をなすものとしてロシア産原石の安定購入と小売販売手法の早期構築のもと、粗利の確保と

資金回収の早期化を図ります。また、当社ブランドの知名度アップと併せ、商品の良質性、コストパフォーマンスの

優秀性をマーケットに浸透させてまいります。 

 国内市場におきましては、日本で唯一、ロシア産ダイヤモンド原石の仕入から研磨までを手掛ける有利性を活かし

て、従来以上に小売を中心とした販売を積極展開してまいります。 

 前事業年度より従来の宝飾品卸に加え、小売販売にも進出いたしました。販売の方法は、ショールームとインター

ネットに加えて、今後は小売販売店舗の設置、及び販売市場の拡大等を含めたあらゆる施策を検討しながら、当社子

会社で原石仕入から研磨までを手がけた競争力のある“バージンダイヤモンド”を全面的に打ち出してまいります。

（６）会社の対処すべき課題 

 当社では、「お客様の喜びを自分の喜びとする企業であること。」「自らが、市場を創造できる企業であるこ

と。」そして、「社会人として個性豊かな社員を育成する。」の経営理念のもと、ダイヤモンドを中心とする宝飾品

事業の拡大を図っておりますが、今後、引続き次の事項を重点的に取り組んでまいります。 

①サハ（ヤクーチア）共和国における子会社は、ダイヤ原石の購入量及びルースの取引量の拡大を図るとともに、特

にアルロサ社との取引で大粒原石の購入により、当社における売上高・粗利益の向上に寄与させる。 

②ショールームとインターネットの活用に加え、今後は、小売販売店舗の設置、及び販売市場の拡大等を含めたあら

ゆる施策の実施により、販売拡張、並びに収益拡大に努める。 

③空枠販売については、新商品の企画開発に注力し、アンテナショップとして販売強化に努める。 

④営業力の強化を図るため、営業社員に対する徹底した教育体制を構築し、社内体質の強化を図る。 

⑤経費の削減を図り、収益性の向上に努めるため、経費コストの徹底した見直し及び改善を実施する。 

⑥実績管理の徹底を図り、収益目標を達成していく。 
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（７）親会社等に関する事項 

  当社は親会社等を有しておりません。 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

   該当事項はございません。     
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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におけるわが国の経済は、原油価格の高騰などの懸念材料を抱えていたものの、大企業を中心と

した企業業績の改善と設備投資の拡大が見られ、個人消費につきましても堅調に推移し、全体としては、景気は緩やか

な回復基調の中で推移いたしました。 

 このような状況下、当社グループは、事業の再構築の一環として創業当初の宝飾品を中心としたダイヤモンド事業に

特化するとともに、卸売からエンド・ユーザーのニーズを意識した小売事業を展開するなど、販路の切替等に取り組ん

でまいりました。 

 当中間連結会計期間におきましては、ダイヤモンドを中心とする宝飾品事業に引続き専念しながら、利益追求を第一

に考え、相場商品であるダイヤモンドルースを卸で売る事業形態を改め、小売へ進出してまいりました。その結果、従

来の卸から小売へ販売重点先をシフトする過程において、売上高は、1,932百万円（前年同期比11.6％減）となりまし

たが、当初の中間連結業績予想売上高は達成されました。（当中間連結業績予想売上高1,400百万円、同予想比38.0％

増） 

 収益面におきましては、売上構成に占める小売の割合は前年同期比順調に増えてまいりましたが、当初の収益予想と

比べ売上総利益率において下回ったこと、並びに小売事業強化にともなう販売費及び一般管理費の増加等により経常収

益ベースにおいて約35百万円の未達となりました。一方、当中間期において投資有価証券の時価評価による評価損89百

万円、及び貸倒引当金352百万円により、当中間純損失額は740百万円となりました。 

 当連結会計年度より、更なる小売の拡大を推し進め、売上総利益率の向上を目指して業務を行っております。当中間

連結会計期間においては、小売業進出のノウハウを習得し、今後の本格的な小売進出への見通しが立ちました。今後、

宝飾品事業の中で利幅の薄いダイヤモンドの卸部門は前倒しで廃止することとし、これに伴い、ベルギーにおけるダイ

ヤモンド卸についても廃止を検討してまいります。ロシア連邦サハ（ヤクーチア）共和国の当社子会社研磨工場におい

て生産されるダイヤモンドは、今後、製品、空枠用ダイヤモンドとして使用し、収益面でより有利な小売事業中心の事

業展開を行ってまいります。  

（２）財政状態 

 当中間連結会計期間において営業活動における資金の減少は、552百万円（前年同期比262百万円増）となりました。

これは主にたな卸資産の増加が550百万円、仕入債務の増加が86百万円あったこと等によるものであります。 

 投資活動による資金の減少は、1,210百万円（同1,070百万円減）となりました。これは主に投資有価証券の取得によ

る支出が1,275百万円、有形固定資産の取得による支出が56百万円があったこと等によるものであります。 

 財務活動による資金の増加は、1,000百万円（同2,468百万円減）となりました。これは、社債発行による収入が

1,000百万円あったことによるものであります。 

 以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、1,247百万円となり、前連結会計年度末より763百万円減少いたしま

した。 

項目 
前中間連結会計期間

(平成17.4.1～平成17.9.30)
当中間連結会計期間 

(平成18.4.1～平成18.9.30) 増減

営業活動による連結キャッシュ・フロー △815百万円 △552百万円 262百万円

投資活動による連結キャッシュ・フロー △140百万円 △1,210百万円 △1,070百万円

財務活動による連結キャッシュ・フロー 3,468百万円 1,000百万円 △2,468百万円

現金及び現金同等物の増加 2,517百万円 △763百万円 △3,281百万円
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（３）通期の見通し 

 平成19年３月期の見通しは、都市部における不動産価格の上昇や民間企業における賞与支給額のアップ等に景気回

復の兆しが見られるものの、東アジア地域における政治的不安定要素等により経済面においても引続き厳しい状況が

続くものと思われます。 

 このような状況下、当社グループは、引続きダイヤモンドを中心とした宝飾品事業に特化し、魅力的な商品を皆様

に提供しつつ当社の名前、ブランドを一般消費者により知っていただく様、努めてまいります。また、収益、粗利の

観点からも売上構成における小売事業の占めるウエイトを今後更に拡大させていく所存でおります。財務面において

も今後安定的な黒字化を図るため、粗利の確保を第一に考え、収益の黒字化を最重要視してまいります。社内体制に

おきましても小売におけるインターネット販売に加えて、小売店舗の設置、及び販売市場の拡大等を含めたあらゆる

施策を検討の上、売上、及び収益増を目指してまいります。 

 また、更に海外子会社との情報を共有化することにより、在庫管理を徹底し、資金回収の短縮化を図ることで、在

庫の圧縮、ムダのない資金管理を行ってまいります。 

 平成19年3月期の業績予想につきましては、当社グループとしまして、通期売上において3,800百万円、経常損失310

百万円、期間純損失755百万円を見込み、当社単体につきましては、通期売上において3,300百万円、経常損失300百万

円、期間純損失750百万円を予想しております。 

 このスキームを実現するためには、仕入資金の調達が十分に得られることが必須であります。新株予約権の行使に

よる資金を受けて、ダイヤモンド事業を積極的に展開します。併せて、上記の諸施策のほか、組織の見直しによる活

性化と安定した黒字化を図ることにより、株主の皆様のご期待に添えますよう社員一同が鋭意努力を続けてまいる所

存であります。  

（４）事業等のリスク 

 以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。 

 また、当社としては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要で

あると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

・当社における利益計画等は、金融支援による財務体質の強化が絶対条件であります。したがいまして、今後予定し

ております資金調達面で、新株予約権が行使されない場合、ダイヤモンド原石購入資金等が不足し、計画が実現でき

ない恐れがあります。 

・当社主力取扱い商品でありますダイヤモンドは、国際相場の動向により在庫価値に変動が生じる恐れがあります。 

・ダイヤモンドを含む海外取引における資金決済は、全て米ドル建で行なわれるため、為替差損が生じる恐れがあり

ます。（また、逆の為替差益の発生もあります。） 

・ダイヤモンドの仕入の主力地はロシア連邦サハ共和国であります。今後、急激な海外情勢等の変化があった場合、

売上・仕入面において影響が恐れがあります。 

・日本及び世界各国の一般消費が低迷すると、宝飾品等の販売は、全体的に停滞する恐れがあります。 
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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９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３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   3,638   1,247   2,011  

２ 受取手形及び売
掛金 

   663   591   569  

３ たな卸資産   1,997   3,877   3,326  

４ その他   468   462   608  

貸倒引当金   △23   △298   △21  

流動資産合計   6,743 84.0  5,880 67.7  6,494 78.2 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物及び構築
物 

※１ 271   265   269   

(2）土地   366   366   366   

(3）その他 ※１ 100 738 9.2 146 778 9.0 106 742 8.9 

２ 無形固定資産           

(1) 連結調整勘定  26     17     22     

(2) その他  3 30 0.4 13 31 0.4 3 25 0.3 

３ 投資その他の資
産           

(1）投資有価証券  22   1,490   537    

(2）破産債権、再
生債権、更生
債権その他こ
れらに準ずる
債権 

 368   652   676    

(3）その他 ※２ 477   558   494    

貸倒引当金  △357 511 6.4 △708 1,992 22.9 △663 1,044 12.6 

固定資産合計   1,279 16.0  2,802 32.3  1,812 21.8 

資産合計   8,023 100.0  8,683 100.0  8,306 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３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 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買
掛金   169   125   211  

２ 賞与引当金   5   8   6  

３ その他   106   322   108  

流動負債合計   281 3.5  455 5.2  326 3.9 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   －   1,000   －  

２ その他   1   3   5  

固定負債合計   1 0.0  1,003 11.6  5 0.1 

負債合計   283 3.5  1,459 16.8  332 4.0 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   25 0.3  － －  24 0.3 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,774 72.0  － －  6,150 74.0 

Ⅱ 資本剰余金   2,092 26.1  － －  2,447 29.5 

Ⅲ 利益剰余金   △158 △2.0  － －  △660 △8.0 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金   0 0.0  － －  6 0.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   5 0.1  － －  7 0.1 

Ⅵ 自己株式   △0 △0.0  － －  △0 △0.0 

資本合計   7,714 96.2  － －  7,950 95.7 

負債、少数株主持
分及び資本合計   8,023 100.0  － －  8,306 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３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 
（％） 

 （純資産の部）           

 Ⅰ 株主資本           

  １ 資本金   － －  6,150 70.8  － －

  ２ 資本剰余金   － －  1,862 21.5  － －

  ３ 利益剰余金   － －  △816 △9.4  － －

  ４ 自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計   － －  7,195 82.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額
等            

  １ その他有価証券
評価差額金   － －  1 0.0  － －

  ２ 為替換算調整勘
定   － －  △5 △0.1  － －

評価・換算差額等
合計    － －  △4 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権    － －  8 0.1  － －

Ⅳ 少数株主持分    － －  24 0.3  － －

純資産合計    － －  7,224 83.2  － －

負債純資産合計   － －  8,683 100.0  － －
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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   2,184 100.0  1,932 100.0  4,234 100.0 

Ⅱ 売上原価    1,887 86.4  1,697 87.9  3,584 84.7 

売上総利益   297 13.6  234 12.1  649 15.3 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費           

１ 交通通信費  50   46   103   

２ 支払手数料  100   176   276   

３ 役員報酬及び
給料手当  136   170   305   

４ 賞与引当金繰
入額  5   9   6   

５ 減価償却費  14   22   34   

６ 連結調整勘定
償却額  4     4     8     

７ その他  152 463 21.2 157 587 30.4 286 1,022 24.1 

営業損失   166 △7.6  352 △18.3  373 △8.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  2   3   5   

２ 受取配当金  0   2   0   

３ 為替差益   44   49   114   

４ その他  13 60 2.7 7 61 3.2 12 132 3.1 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  0   3   0   

２ 新株発行費  6   －   8   

３ その他  － 6 0.3 1 4 0.2 2 10 0.2 

経常損失   112 △5.2  295 △15.3  251 △5.9 

Ⅵ 特別利益           

１ 貸倒引当金戻
入益  －   1  2   

２ 投資有価証券
売却益  －     2     9     

３ その他  － － － － 3 0.2 0 12 0.3 

Ⅶ 特別損失           

１ 貸倒引当金繰
入額  3   352   351   

２ 投資有価証券
評価損  －   89   23   

３ その他 ※1 0 4 0.2 0 442 22.9 3 379 9.0 

税金等調整前
中間（当期）
純損失 

  117 △5.4  734 △38.0  618 △14.6 

法人税、住民
税及び事業税   1 0.0  6 0.3  3 0.1 

少数株主利益
又は少数株主
損失（△） 

  － －  △0 △0.0  △0 △0.0 

中間（当期）
純損失   118 △5.4  740 △38.3  621 △14.7 
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 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   1,893  2,447  1,893 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１ 増資による新株発行  1,681   ―   2,035   

２ 減資差益   411 2,092 ― ― 411 2,447 

Ⅲ 資本剰余金減少高        

１ 損失処理額  1,893 1,893 585 585 1,893 1,893 

Ⅳ 資本剰余金中間期末
(期末)残高   2,092  1,862  2,447 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △9,242  △660  △9,242 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１ 資本金取崩による損
失処理  7,309     7,309  

２ 資本準備金取崩によ
る損失処理  1,893   173   1,893   

３ その他資本剰余金か
らの振替額  ― 9,202 411 585 ― 9,202 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 中間（当期）純損失  118 118 740 740 621 621 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
(期末)残高   △158  △816  △660 
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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４月１日 至平成18年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
6,150 2,447 △660 △0 7,936 

中間連結会計期間中の変動額      

準備金から剰余金への振替   △173 173    －  

剰余金の内訳科目間の振替   △411 411    －  

中間純損失     △740   △740 

自己株式の取得       △0 △0 

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） 

          

中間連結会計期間中の変動額

合計 

（百万円） 

 －  △585 △155 △0 △740 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
6,150 1,862 △816 △0 7,195 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分  純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
6 7 13 12 24 7,987 

中間連結会計期間中の変動額       

準備金から剰余金への振替            －  

剰余金の内訳科目間の振替            －  

中間純損失           △740 

自己株式の取得           △0 

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） 

△5 △12 △17 △4 △0 △22 

中間連結会計期間中の変動額

合計 

（百万円） 

△5 △12 △17 △4 △0 △762 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1 △5 △4 8 24 7,224 
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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４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30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４月１日 
至 平成18年３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
（△）  △117 △734 △618 

減価償却費  14 22 34 

連結調整勘定償却額  4 4 8 

有形固定資産除却損  0 0 1 

有形固定資産売却損  － － △0 

賞与引当金の増加額  1 1 1 

貸倒引当金の増加額  3 322 349 

受取利息及び受取配当金  △2 △5 △5 

支払利息  0 3 0 

投資有価証券評価損  － 89 23 

売上債権の増減額（増加△）  102 △1 200 

たな卸資産の増加額  △429 △550 △1,759 

仕入債務の増減額（減少△）  △6 △86 35 

未収消費税等の増減額（増加△）  △52 85 △81 

為替換算差損益  △44 － － 

その他流動資産の増加額  △316 － － 

その他流動負債の増加額  48 － － 

投資有価証券売却益  － △2 △7 

その他の増減額（増加△）  － 304 △372 

小計  △794 △547 △2,187 

利息及び配当金の受取額  2 5 5 

利息の支払額  △0 △3 △0 

法人税等の支払額  △23 △6 △46 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △815 △552 △2,228 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30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４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー     

   投資有価証券の取得による支出  － △1,275 △943 

      投資不動産の取得による支出  △117 △67 △242 

有形固定資産の取得による支出  △66 △56 △94 

有形固定資産の売却による収入   － － 0 

無形固定資産の取得による支出   － △9 － 

短期貸付金の純増減額（増加△）  △34 － － 

長期貸付金の回収による収入  43 － － 

投資有価証券の売却による収入  － 226 420 

長期未収入金の増加による支出  － － △243 

貸付金の回収による収入   － 0 109 

貸付による支出   － △29 △98 

 その他  35 0 △8 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △140 △1,210 △1,099 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー     

社債の発行による収入   － 1,000 － 

新株の発行による収入  3,443 － 4,185 

少数株主持分の増加   25 － 25 

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,468 1,000 4,210 

Ⅳ. 現金及び現金同等物に係る換算差額  5 － 7 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額（減少
△）  2,517 △763 890 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  1,120 2,011 1,120 

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

※ 3,638 1,247 2,011 
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数     3社  連結子会社の数     3社  連結子会社の数     3社 

主要な連結子会社名 

 ㈱サハダイヤモンド、㈱サハダ

イヤモンドマニュファクチュアリ

ング、㈱サハダイヤモンド・エイ

ペル 

  

主要な連結子会社名 

 ㈱サハダイヤモンド、㈱サハダ

イヤモンドマニュファクチュアリ

ング、㈱サハダイヤモンド・エイ

ペル 

  

主要な連結子会社名 

 ㈱サハダイヤモンド、㈱サハダ

イヤモンドマニュファクチュアリ

ング、㈱サハダイヤモンド・エイ

ペル 

  

 内、㈱サハダイヤモンド・エイ

ペルについては、当中間連結会計

期間において合弁にて新規設立

（平成17年７月19日設立）したこ

とにより、当中間連結会計期間か

ら連結の範囲に含めております。 

   内、㈱サハダイヤモンド・エイ

ペルについては、当連結会計年度

において合弁にて新規設立（平成

17年７月19日設立）したことによ

り、当連結会計年度から連結の範

囲に含めております。 

    

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社及び関連会社はあ

りません。 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の決算日等に関する

事項 

 連結子会社のうち、㈱サハダイ

ヤモンド、㈱サハダイヤモンドマ

ニュファクチュアリングの中間決

算日は6月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

 連結子会社のうち、㈱サハダイ

ヤモンド、㈱サハダイヤモンドマ

ニュファクチュアリングの中間決

算日は6月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、

中間連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

 連結子会社のうち下記の２社を

除いて事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

① ㈱サハダイヤモンドの決算日

12月31日 

② ㈱サハダイヤモンドマニュフ

ァクチュアリングの決算日  

12月31日 

 連結財務諸表の作成にあたって

は、これらの会社については、連

結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しておりま

したが、当連結会計年度より、業

務の合理化、迅速化を目的に同決

算日現在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ております。  

 

- 15 -



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

（イ）有価証券 （イ）有価証券 （イ）有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間連結決算日の市

場価格等に基づく時価

法（評価差額は部分資

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） 

同左 同左 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原

価法 

同左 同左 

(ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産 (ロ）たな卸資産 

 主として移動平均法による

原価法 

同左 同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

（イ）有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は

定率法をまた、在外連結子会

社は、当該国の会計基準の規

定に基づく定額法を採用して

おります。  

（ただし、当社及び国内連結

子会社は平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）は定額法によってお

ります。） 

 なお、主な耐用年数は、次

のとおりであります。  

 建物及び構築物 10～65年 

（イ）有形固定資産 

    同左 

（イ）有形固定資産 

    同左   

  

  

 

  

  

 (ロ）無形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は

定額法を採用し、在外連結子

会社は所在地国の会計基準に

基づく定額法を採用しており

ます。 

 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

づいております。  

 (ロ）無形固定資産 

    同左 

  

  

  

  

  

  

 (ロ）無形固定資産 

    同左 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

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。 

同左 同左 

(ロ）賞与引当金 (ロ）賞与引当金 (ロ）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、個別に計算した支給

見込額を計上しております。 

同左 同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び

負債は、中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部における

為替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

同左 同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 

───── ───── ───── 

(6）消費税等の会計処理方法 (6）消費税等の会計処理方法 (6）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５．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

ヶ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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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。これによる損益に与える影響は

ありません。 

─────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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。これによる損益に

与える影響はありません。 

───── ─────  （家賃収入） 

 従来、家賃収入は営業外収益として

処理しておりましたが、投資不動産の

取得等近年その増加傾向が見られるこ

とを契機として、当連結会計年度より

家賃収入については売上高に含めて処

理することに変更いたしました。これ

は、投資不動産の取得に伴い、当該収

入が重要性を増していることから、区

分損益をより適切に表示するために行

ったものであります。なお、当該変更

により、売上高は前連結会計年度と比

し20百万円増加し、営業損失及び営業

外収益はそれぞれ同額減少しておりま

すが、経常損失及び税金等調整前当期

純損失への影響はありません。 

 なお、当中間連結会計期間末以降にお

いて当該収入の重要性が増したため、

当中間連結会計期間は、従来の方法に

よっております。したがって当中間連

結会計期間は、変更後の方法によった

場合に比べて、売上高は６百万円少な

く、営業損失及び営業外収益はそれぞ

れ同額多く計上されておりますが、経

常損失及び税金等調整前当期純損失へ

の影響はありません。  
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── ─────  （連結子会社の事業年度等に関する

事項） 

 連結子会社のうち、㈱サハダイヤモ

ンド、㈱サハダイヤモンドマニュファ

クチュアリングの決算日は、12月31日

であります。従来、連結財務諸表作成

に当たっては、これらの会社について

は、連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しておりまし

たが、当連結会計年度より、業務の合

理化、迅速化を目的に前記連結子会社

２社については、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、連

結決算日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っております。 

───── （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。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は7,191百万円でありま

す。 

 なお、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、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

───── 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間末まで区分掲記をしておりました

「短期貸付金」（当中間連結会計期間末22百万円）は当

中間連結会計期間末において資産の総額の100分の５以下

となったので、流動資産の「その他」に含めて表示する

こととしました。 

    ────────── 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（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４月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式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 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が１千株あります。 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、59百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、100百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、76百万円であります。 

※２  ─────―――― ※２ 投資その他の資産の減価償却

累計額は、１百万円でありま

す。 

※２ 投資その他の資産の減価償却

累計額は、１百万円でありま

す。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１    ────── ※１ その他（固定資産除却損）の主

な内訳は、次のとおりでありま

す。 

機械装置(サハ

ダイヤモンド)
0 百万円

計 0 百万円

※１ その他（固定資産除却損）の主

な内訳は、次のとおりでありま

す。 

工具器具備品

（当社） 
0 百万円

機械装置(サハ

ダイヤモンド) 
0 百万円

計 1 百万円

 
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     

普通株式 972,657 ― ― 972,657 

合計 972,657 ― ― 972,657 

自己株式     

普通株式 11 0 ― 11 

合計 11 0 ― 11 
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．第３回新株予約権及び自己新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の消却によるものでありま

す。 

 ２．第３回自己新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の取得によるものであります。 

 ３．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

第２回新株予約権 普通株式 15,000 － － 15,000 － 

第３回新株予約権（注）１ 
普通株式

111,000 － 36,000 75,000 8 

（自己新株予約権）（注）１、２ － (36,000) (36,000) （－）  （－）  

ストック・オプションとしての

新株予約権 
－ － － － － － 

連結子会社 － － － － － － － 

合計 － － － － － 
8 

（－）  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

(1）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 

現金及び預金勘定 2,011百万円

現金及び現金同等物 2,011百万円

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在）  

現金及び預金勘定 3,638百万円 

現金及び現金同等物 3,638百万円 

現金及び預金勘定 1,247百万円

現金及び現金同等物 1,247百万円

(2）重要な非資金取引 

新株予約権の行使によ

る資本金増加額 

2,150百万円

新株予約権の行使によ

る資本準備金増加額 2,035百万円

新株予約権の行使によ

る新株予約権の減少額 4,185百万円
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① リース取引 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社グループはリース取引を利用していないため、該当事項はありません。 

② 有価証券 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について36百万円減損処理を行っておりま

す。なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1 2 1 

債券  国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 － － － 

合計 1 2 1 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 20 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,445 1,370 △75 

債券  国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 － － － 

合計 1,445 1,370 △75 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 20 

非上場の外国証券投資信託  99 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

③ デリバティブ取引 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社グループは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。 

④ ストック・オプション等 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社グループはストックオプションを付与していないため、該当事項はありません。 

⑤ 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４月１日 至平成17年９月30日） 

 当連結グループは、宝飾品の卸売業者として、同一セグメントに属する宝飾品等の販売を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

   宝飾品事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、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割合がいずれも90％超であるため、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。 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

   宝飾品事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、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割合がいずれも90％超であるため、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。 

 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） 

株式 230 217 △13 

債券  国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 － － － 

合計 230 217 △13 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 20 

非上場の外国証券投資信託  300 
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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４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 ヨーロッパ……ベルギー、ロシア 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に配賦不能営業費用はありません。 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 ヨーロッパ……ベルギー、ロシア 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に配賦不能営業費用はありません。 

  前連結会計年度（平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 ヨーロッパ……ロシア、ベルギー 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に配賦不能営業費用はありません。 

 
日本 

（百万円） 
ヨーロッパ 
（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 1,926 258 2,184 －  2,184 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
225  599 825 (825) －  

計 2,152 857 3,009 (825) 2,184 

営業費用 2,310 847 3,157 (806) 2,351 

営業利益（又は営業損失） △157 10 △147 (18) △166 

 
日本 

（百万円） 
ヨーロッパ 
（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 1,477 455 1,932 ―  1,932 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
238 686 925 (925) ―  

計 1,715 1,142 2,857 (925) 1,932 

営業費用 2,032 1,169 3,202 (916) 2,285 

営業利益（又は営業損失） △317 △27 △344 (8) △352 

 
日本 

（百万円） 
ヨーロッパ 
（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 3,757 476 4,234 ―  4,234 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
430 1,331 1,762 (1,762) ―  

計 4,188 1,808 5,996 (1,762) 4,234 

営業費用 4,532 1,836 6,368 (1,761) 4,607 

営業利益（又は営業損失） △343 △28 △372 (1) △373 
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ｃ．海外売上高 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）アジア…………タイ、香港、インド 

（２）ヨーロッパ……ベルギー、ロシア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）アジア…………タイ、香港、インド 

（２）ヨーロッパ……ベルギー、ロシア 

（３）北米……米国、カナダ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 前連結会計年度（平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

    （１）アジア・・・・・タイ、香港、インド 

    （２）ヨーロッパ・・・ロシア、イスラエル 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 507 258 766 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   2,184 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 11.8 35.0 

 アジア ヨーロッパ 北米  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 103 459 6 569 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    1,932 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 5.4 23.8 0.3 29.5 

     アジア    ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 648 499 1,148 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   4,234 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 15.3 11.8 27.1 
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（１株当たり情報） 

（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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額  8 円 21銭 

１株当たり中間純損失

金額 

0 円 14銭 

１株当たり純資産額 7 円 42銭 

１株当たり中間純損失

金額 

0 円 76銭 

１株当たり純資産額 8 円 17銭 

１株当たり当期純損失

金額 

0 円 70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。 

      同左  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

損失が計上されているため記載して

おりません。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純損失（百

万円） 
118 740 621 

普通株主に帰属しない金

額（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当

期）純損失（百万円） 
118 740 621 

期中平均株式数（千株） 807,303 972,646 883,595 

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

益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

第2回新株予約権1種類（新

株予約権の数25個）及び第3

回新株予約権1種類（新株予

約権の数135個）なお、第２

回及び第３回とも新株予約

権の１個あたり発行する株

式数は、100万株でありま

す。 

第2回新株予約権1種類（新

株予約権の数15個）及び第3

回新株予約権1種類（新株予

約権の数75個）。なお、第2

回及び第３回とも新株予約

権の１個あたり発行する株

式数は、100万株でありま

す。 

第2回新株予約権1種類（新

株予約権の数15個）及び第3

回新株予約権1種類（新株予

約権の数111個）。なお、第

２回及び第３回とも新株予

約権の１個あたり発行する

株式数は、100万株でありま

す。 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

   当中間連結会計期間終了後、平成17年10月１日から平成17年10月31日までに、第３回新株予約権の行使が行

なわれました。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

   当中間連結会計期間終了後、平成18年10月５日開催の取締役会決議を経て、平成18年10月24日付けで第三者

割当による募集株式の払込発行が行なわれました。 

       募集株式の概要 

         募 集 株 式 数         普通株式 200,000,000株 

         払 込 金 額         １株につき 18円 

         払込金額の総額         3,600百万円  （注）１ 

         資本金組入れ額         １株につき ９円 

         資本金組入れ額の総額      1,800百万円  （注）１ 

         払 込 期 日         平成18年10月24日 

         割当先及び割当株式数      株式会社サハ資源開発事業団 200,000,000株  （注）１   

      （注）１．上記ファイナンス概要中、下記項目については、払込発行時に変更されております。 

         払込金額の総額         900百万円   

         資本金組入れ額の総額      450百万円   

         割当先及び割当株式数      株式会社サハ資源開発事業団 50,000,000株     

   当中間連結会計期間終了後、平成18年10月５日開催の取締役会決議を経て、平成18年10月24日付けで第三者

割当による第４回新株予約権の払込発行が行なわれました。 

       新株予約権の概要 

         新株予約権の名称        株式会社サハダイヤモンド第４回新株予約権 

         新株予約権の総数        300個（１個あたりの目的である普通株式の数 １百万株） 

         払  込 金 額              新株予約権１個あたり 120,000円 

         払込金額の総額         36百万円 

         割当日及び払込期日       平成18年10月24日 

         割当先及び割当個数       株式会社サハ資源開発事業団   260個 

                         グリーン・キャピタル株式会社  40個  (注)１  

         新株予約権の行使期間      平成18年10月25日から平成21年10月31日まで 

         新株予約権行使による払込金額  １株につき20円 

         株式の種類及び数        普通株式 300,000,000株 

      （注）１．上記ファイナンス概要中、下記項目については、平成18年10月25日開催の取締役会決議を経て、

同日付で割当先の申出により、所有する全部が新割当先へ譲渡されております。 

         割当先及び割当先個数      シー・エフ・アイ株式会社  40個 

      当中間連結会計期間終了後、平成18年10月５日開催の取締役会決議を経て、平成18年10月24日付けで第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上げ償還を行っております。 

         繰上償還額     ： 1,000百万円 

         償還後残存額面総額 ： ０円 

      当中間連結会計期間終了後、平成18年10月５日開催の取締役会決議を経て、平成18年10月24日付けで第３回

新株予約権の取得・消却を行っております。 

         取得・消却する新株予約権の数  ： 75個（75百万株） 

         消却後に残存する新株予約権の数 ： ０個 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

     該当事項はございません。  

年月日 
発行する株式の種

類及び数 
発行価額 発行総額 

発行価額のうち資

本へ組み入れる額 
資金使途 

平成17年10月  第３回 普通株式24百万株 27 円 648百万円 336百万円 運転資金 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 （1）生産実績 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、宝飾品事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの合

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割合がいずれも90％超であるため、生産（商品仕

入）実績につきましては、次のとおりであります。 

 （注）１.金額は販売価格によっております。 

２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（2）受注状況  

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 （3）販売実績 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、宝飾品事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの合

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割合がいずれも90％超であるため、販売実績につき

ましては、次のとおりであります。 

 (注）１.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

宝飾品事業（百万円） 1,697 89.9 

合計（百万円） 1,697 89.9 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

宝飾品事業（百万円） 1,932 88.4 

合計（百万円） 1,932 88.4 
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