
 

平成19年9月期　第1四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年2月16日

会社名  株式会社　クロニクル （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：9822 ）

（ＵＲＬ　http://www.clonicle-net.com/　）  

問合せ先　代表者役職・氏名　代表取締役会長 天　野　裕 　ＴＥＬ：（03）5771―1200　

　　　　　責任者役職・氏名　取締役管理本部長　久保田　峰夫　  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　無

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

２．平成19年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年10月１日　～　平成18年12月31日）

（注）当社グループは、前年第３四半期会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年第1四半期の数値及び対前期

増減率については、前年の非連結の数値並びに算出した比率を記載しておます。

(1）経営成績（連結）の進捗状況

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年９月期第１四半期 430 (176.2) △97 (－) △41 (－) △43 (－)

平成18年９月期第１四半期

（非連結）
244 (70.6) △203 (－) △202 (－) △206 (－)

（参考)平成18年９月期 3,423  139  53  28  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年９月期第１四半期 △0 15 － －

平成18年９月期第１四半期

（非連結）
△0 90 － －

（参考)平成18年９月期 0 11 0 9

（注）１．当第１四半期における１株当たり四半期利益については、平成18年12月31日時点での発行済株式数285,469,931

株にて算出しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）利益については、当第３四半期及び前年第３四半期は損失計上となっ

たため記載しておりません。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

当連結会計第1四半期における我が国経済は、企業収益の緩やかながらも企業収益の改善、民間設備投資も回復基調に推

移いたしましたが、原油価格の不安定感が懸念されており、景気の全般的な回復には予断を許さない状況が続きました。

当業界におきましてもブランド品需要は回復の兆しをみせるものの消費者の購買姿勢は変わらず厳しい状況下に有りまし

た。

　このような情勢にあって当社グループは、宝飾品事業において、前連結会計期間よりグループ各社の特性を生かした市

場（リセール市場、オークション市場、正規品市場等）への営業活動を個別に展開致しております。特に当社100%子会社

の「株式会社アメイジングバリュー」はリセール・オークション事業におきまして資本提携しております「株式会社アー

ティストハウスホールディングス」の関連会社主催の世界最大の海外リセール市場（オークション市場）に積極的に参入

し、海外でのリセール市場を中心に活動しております。また、正規品販売を中心に営業展開を行っております「株式会社

ドゥーズ」も堅調に営業展開を行っております。
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　宝飾品事業におきましては、当第１四半期ではリセール・オークション事業、正規品事業とも高額ビジネスを数多く取

り扱うには至らず、充分な営業成績を計上するには至りませんでしたが、当連結会計期間中におきましてリセール・オー

クション事業は、第2四半期以降に多くのオークション等の開催が予定されており、売上高及び収益計上が見込まれており

ます。また正規品事業及び代理店事業におきましては、国内外共に堅調に推移する見込みであります。

　投資事業につきましては、堅調に推移致しておりますが売上及び利益計上の大部分を通期の決算時に予定しております

ので、当四半期におきましては、売上及び利益の計上その一部のみの計上となっております。

(2）財政状態（連結）の変動状況

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

平成19年９月期第１四半期 6,145 5,952 96.8 20 85

平成18年９月期第１四半期

（非連結）
4,306 4,210 85.6 18 26

（参考）平成18年９月期 6,144 5,995 97.6 21 0

【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

平成19年９月期第１四半期 △969 405 － 576

平成18年９月期第１四半期

（非連結）
△327 △0 2,435 2,284

（参考）平成18年９月期 △2,789 △842 4,395 1,121

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

当連結会計期間第１四半期の財政状態は、総資産は前年度末と比較し役１百万円増加の6,145百万円となりました。負

債につきましては未払金の増加等により前年度末と比較し44百万円増加し193百万円となりました。株主資本は、利益剰

余金の減少等により前年度末と比較し44百万円減少し6,292百万円となりました。

 

（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）

営業活動の結果使用した資金は、△969百万円となりました。

これは主に営業投資有価証券406百万円及びたな卸資産254百万円の増加、税引前第1四半期純損失43百万円によるもので

あります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得た資金は405百万円となりました。

　これは、投資有価証券の減少400百万円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）

財務活動によるキャッシュフローにつきましては、変動は有りませんでした。

これは、当社グループは有利子負債がなくまた、株式の発行その他による資本等にも変動がなかったことによるもので

あります。

○添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書、（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグ

メント情報

－ 2 －



３．平成19年９月期中間期及び通期の業績予想

 

 平成19年９月期の連結中間期及び通期業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年9月30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 1,800 20 10

通期 3,500 45 20

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　0円07銭 

 ［中間及び通期業績予想に関する定性的情報等］

 中間及び通期の業績予想に関しましては、平成18年11月20日発表数値と変更はございません。

  また、個別業績の予想につきましても変更はございません。

※　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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（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当四半期
(平成19年９期 第１四半期末)

（参考）
平成18年9月期

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）

（資産の部）    

Ⅰ　流動資産    

現金及び預金 576,845  1,141,299

受取手形及び売掛
金 

1,636,168  1,686,144

営業投資有価証
券 

1,320,811  914,280

営業出資金 841,890  721,890

営業貸付金 294,302  85,992

たな卸資産 904,763  650,647

その他 133,207  105,491

貸倒引当金  －  －

流動資産合計 5,707,989 92.9 5,305,744

Ⅱ　固定資産    

有形固定資産 137,204  138,136

無形固定資産 2,138  2,138

投資その他資産 298,741  698,571

固定資産合計 437,814 7.1 838,846

Ⅲ　繰延資産 －  －

資産合計 6,145,803 100.0 6,144,591
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科目

当四半期
(平成19年９期 第１四半期末)

（参考）
平成18年9月期

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）

（負債の部）    

Ⅰ　流動負債    

支払手形及び買掛
金 

100,766  43,336

未払金 61,005   

未払法人税等 2,893  35,503

賞与引当金 2,844  2,844

その他の流動負
債 

15,056  42,780

流動負債合計 182,564 94.3 138,095

Ⅱ　固定負債    

１．退職給付引当金 11,060  10,640

固定負債合計 11,060 5.7 10,640

負債合計 193,625 100.0 148,736

（純資産の部）    

Ⅰ　株主資本    

１．資本金 3,926,000 63.9 3,926,000

２．資本剰余金 2,272,721 37.0 2,272,721

３．利益剰余金 94,378 1.4 138,055

４．自己株式 △445 △0.0 △445

株主資本合計 6,292,272 102.4 6,336,331

Ⅱ　評価・換算差額等    

 １．その他有価証券
評価差額金

△358,475  △358,475

評価・換算差額等
合計

△358,475 △5.8 △358,475

Ⅲ　新株予約権 18,000 0.3 18,000

純資産合計 5,952,178 96.8 5,995,855

負債、少数株主持
分及び資本合計

6,145,803 100.0 6,144,591

　（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２．連結財務諸表につきましては、前年度第３四半期より連結会計処理を行っているため、前年第１四半期の

連結会計計算書類を作成しておりませんので当第１四半期のみ記載しております。
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（要約）四半期連結損益計算書

科目

当四半期
(平成19年９期 第１四半期末)

（参考）
平成18年9月期

金額 （千円）
構成比
(%)

金額（千円）

Ⅰ　売上高 430,720 100.0 3,423,655

Ⅱ　売上原価 387,830 90.0 2,781,572

売上総利益 42,889 10.0 642,082

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

140,746 32.6 502,667

営業利益 △97,856 △22.7 139,414

 Ⅳ　営業外収益 60,021 13.9 4,815

Ⅴ　営業外費用 3,740 0.9 90,643

経常利益 △41,575 △9.7 53,586

Ⅵ　特別利益 792 0.2 197

Ⅶ　特別損失 － － －

税金等調整前四半期
（当期）純利益

△40,783 △9.5 52,533

法人税・住民税及び
事業税 

2,893 0.7 24,137

四半期（当期）純利
益

△43,676 △10.1 28,396

　（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２．連結財務諸表につきましては、前年度第３四半期より連結会計処理を行っているため、前年第１四半期の

連結会計計算書類を作成しておりませんので当第１四半期のみ記載しております。
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（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成19年9月期
  第1四半期）

（参考）
平成18年9月期

区分 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   

税引前四半期（当期）純利益 △43,676 52,533

減価償却費 932 6,664

貸倒引当金の増加額 － －

賞与引当金の増加額（△減少額） － △601

退職給付引当金の増加額（△減少額) 420 1,143

受取利息及び配当金 － △251

支払利息 － 127

営業出資金の増加額 △120,000 △580,471

営業投資有価証券評価損 － △482,005

営業投資有価証券の増加 △406,531 △184,369

営業貸付金の増加額 △208,310 △71,368

有形固定資産売却益 － 197

新株発行費 － 74,215

未収入金の減少額 － －

その他の資産の減少額（△増加額） △32,975 △40,634

売上債権の減少額 49,975 △1,565,346

たな卸資産の増加額 △254,115 △61,749

仕入債務の増加額 57,429 11,706

未払金の増加額 11,870 39,191

その他の負債の増加額 10,672 12,095

   

小計 △934,309 △2,788,911

利息及び配当金の受取額 － 251

利息の支払 － △127

法人税等の納付額 △35,503 △950

   

営業活動によるキャッシュ・フロー △969,813 △2,789,931
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当四半期
（平成19年9月期
  第1四半期）

（参考）
平成18年9月期

区分 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   

定期預金の預入による支出 － △10,000

有形固定資産の取得による支出 － △110,015

有形固定資産の売却による収入 － 497

投資有価証券の取得による支出 － △500,000

敷金保証金の支出 － △507

投資有価証券の減少 400,000 －

貸付けによる支出 5,360 △42,000

新規連結子会社の取得による支出   － △180,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 405,360 △842,025

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 4,450,000

自己株式の取得による減少 － △160

新株予約権の発行による収入  － 18,000

株式の発行費用の支出 － △74,215

財務活動によるキャッシュ・フロー － 4,395,623

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △564,453 763,666

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,121,299 177,632

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 180,000

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 556,845 1,121,299

　（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２．連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、前年度第３四半期より連結会計処理を行っているため、

前年第１四半期の連結会計計算書類を作成しておりませんので当第１四半期のみ記載しております。

 ３．財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当連結会計期間第１四半期におきましては、変動が

ないため「－」表記いたしております。
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セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

当四半期

宝飾品事業
（千円）

投資事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 371,335 59,385 430,720 － 430,720

営業費用 452,788 75,788 528,577 － 528,577

営業利益 △81,453 △16,403 △97,856 － △97,856

前年同四半期

 当社グループは、平成18年９月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年第１四半期につきましては

記載しておりません。

［所在地別セグメント情報］

当第１四半期

日本
（千円）

欧州
（千円）

米国
（千円）

 その他
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 295,329 117,795 239 17,355 430,720 － 430,720

営業費用 358,073 148,151 303,600 22,048 528,577 － 528,577

営業利益 △62,743 △30,355 △64 △4,693 △97,856 － △97,856

前年同四半期

  当社グループは、平成18年９月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年第１四半期につきましては

記載しておりません。
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部門別売上高

区分

当第１四半期
自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日

前期末
自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

（宝飾品部門）     

宝石 6,558 1.5 29,870 0.9

時計 357,634 83.0 2,898,727 84.6

その他 7,141 1.7 91,692 2.7

小計 371,335 86.2 3,020,289 88.2

（投資部門）     

有価証券 59,329 13.8 356,546 10.4

貸出金利息 55 0.0 46,819 1.4

小計 59,385 13.8 403,365 11.8

合計 430,720 100.0 3,423,655 100.0

　（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２．部門別売上高につきましては、前年度第３四半期より連結会計処理を行っているため、前年第１四半期は、

作成しておりませんので記載しておりません。

 以上
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