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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）　　　　　　　　    （百万円未満切捨て）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高　 営業利益　 経常利益　 当期純利益　

　百万円 ％ 　百万円  百万円  　百万円  

19年３月期 3,486 △17.7 △965 － △959 － 1,659 －

18年３月期 4,234 39.0 △373 － △251 － △621 －

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △164 65 － － △20.8 △115.0 △27.5

18年３月期 △0 70 － － △10.1 △3.9 △5.9

（参考）持分法投資損益 19年３月期 ―　 百万円 18年３月期 ―　 百万円

(注)19年3月期の1株当たり当期純利益の算出に際し、19年3月31日付で100株を1株に併合しましたが、株式併合が期首

　 　に行われたと仮定して算出しています。

     なお、株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の18年3月期の1株当たり当期純利益は△70円31銭です。

(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 ％   

19年３月期 8,433 7,989 93.7 748円 36銭

18年３月期 8,306 7,950 95.7 8 17

（参考）自己資本 19年３月期 7,900百万円 18年３月期 －百万円

(注)  1株当たり純資産について、株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の18年3月期の1株当たり純資産は　　

　    　817円36銭です。　　

(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

19年３月期 △1,298 △1,742 1,682 670

18年３月期 △2,228 △1,099 4,210 2,011

２．配当の状況

中間期末
配当金総額
(年間)

配当金総額
(年間)

（基準日） 1株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 0 00 － － －

19年３月期 － － 0 00 － － －

20年３月期（予想） － － 0 00 － － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,740 △10.0 △255 － △260 － △250 － △24 80

通期 3,820 9.6 △200 － △195 － △190 － △18 85
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 0社 （社名　　　－　　　　） 除外 1社
（社名　㈱サハダイヤモンド　マ

ニュファクチュアリング）

（注）詳細は、4ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、15ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 10,676,578株 18年３月期 972,657,884株

②　期末自己株式数 19年３月期 124株 18年３月期 11,024株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高　 営業利益　 経常利益　 当期純利益　

  　 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 2,796 △33.2 △851 － △898 － △1,726 －

18年３月期 4,188 47.9 △342 － △213 － △585 －

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

円 　銭   

19年３月期 △171 31 － －

18年３月期 △0 66 － －

 (注)19年3月期の1株当たり当期純利益の算出に際し、19年3月31日付で100株を1株に併合しましたが、株式併合が期首　

　　　　　　

　　 に行われたと仮定して算出しています。なお、株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の18年3月期の1株当

　　 たり当期純利益は△66円23銭です。

(2）個別財政状態

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

19年３月期 8,575 7,982 92.2 747 64

18年３月期 8,400 8,018 95.4 8 24

（参考）自己資本 19年３月期 7,908百万円 18年３月期 －百万円

 (注)1株当たり純資産について、株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の18年3月期の1株当たり純資産は824

　　 円37銭です。

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,350 △21.3 △260 － △260 － △250 － 24 80

通期 2,800 0.1 △220 － △195 － △190 － 18 85

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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．経営成績
 (1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の高騰等による原材料価額の上昇が懸念されるなか企業収益の

改善、設備投資の増加、雇用情勢の好転等、景気は順調な回復基調に推移いたしました。しかしながら、個人消費の

動向は引き続き軟調な状況を示しているのが現状であります。

　このような状況下、当社グループは、前連結会計期間に引き続き事業の再構築を組み立てダイヤモンドの卸売り事

業から小売事業へエンド・ユーザーを意識した事業の展開をこころみ、ノウハウを取得し、本格的な小売進出への準

備が整いました。

  営業面におきましては、本社ショールームにブライダルコーナーのほか、ファッションジュエリーコーナーも新設

し、また、東京・銀座に実験店舗も開設し、また、ネット販売を行うにあたって、楽天やヤフー等で６カ月近く実験

検証を重ねノウハウを築くことができました。

　一方、海外部門におきましては、当社グループの株式会社ダイヤモンドマニュファクチャリング（ベルギー）は卸

部門の縮小を進めている過程において今年度をもって解散・清算を行っております。また、ロシア連邦サハ（ヤクー

チア）共和国の株式公開型サハダイヤモンド社が進めている第二研磨工場の建設について、共和国地方行政府の協力

を得て工事の進捗状況は、来年秋の竣工に向け順調に推移しております。

  このような状況の中、当社は平成19年2月14日開催の臨時株主総会において、平成19年3月31日付けをもって100株を

1株とする株式併合を決議いたしました。

株主資本面では、第4回新株予約権の発行等により当連結会計年度末では、資本金の額が、6,961百万円、自己資本比

率94.7％、１株当たり純資産額は、797円となっております。

　以上により、当連結会計年度の業績は、ダイヤモンドを中心とした宝飾品の販売を卸から小売へシフトする過程に

おいて売上高については、3,486百万円(前年同期比17.7％減)と減収となりました。これは主に卸部門の縮小によるも

のですが、海外子会社の株式公開型サハダイヤモンド社は、原石の販売が好調に推移しております。一方、収益面で

は、卸売りから小売販売へのシフトにともなう売上高の減少に加え、原石の値上がり、商品在庫の増加並びに商品在

庫の引当金計上が影響し売上総利益率が大幅に下回ったこと、その他、販売促進に係る手数料の増加等が影響して最

終的には経常損失は959百万円(前年同期は 251百万円)となりました。

 特別損益面では、貸倒引当金繰入額として491百万円、投資有価証券評価損69百万円子会社建物等の減損損失116百万

円等特別損失を計上したことにより 最終的に連結ベースの当期純損失は1,659百万円(前年同期は621百万円)となりま

した。

(2）財政状態に関する分析

　当連結会計期間において、営業活動における資金の減少は、1,298百万円（前年期比929百万円増となりました。

これは、主に税金等調整前当期純損失が1,655百万円、たな御資産の増加が494百万円等あったことによるものであり

ます。 

　投資活動による資金の減少は、1,724百万円（前年同期比625百万円減）で主に投資有価証券の取得による支出が大

幅に減少したことによるものであります。

　財務活動による資金の増加は、1,682百万円（同2,528百万円減）となりました。これは新株の発行による収入が

1,620百万円あったことによるものであります。以上により、現金及び現金等物の期末残高は、670百万円となり、前

連結合計年度末より1,340百万円減少しております。

　今後は、業績の向上を図って黒字化し、商品在庫の回転率を向上させ改善を図ってまいります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当期は、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

株主に対する利益還元として、継続的な安定配当を行なうことを基本としております。

　そのためにも、引き続き財務体質の改善を行ない、早期に黒字化を実現して、競争力強化に向けて事業拡大、有効

投資を行いながら、安定した配当ができるよう努めてまいります。

　当期は、配当につきましても引き続き業績不信により誠に遺憾ながら見送る事にしました。　

　今後の配当につきましても、業績の回復に努め、継続して安定した利益配分ができるよう、努力いたします。

(4）事業等のリスク

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　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。
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　また、当社としては必ずしも事業上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。

　　①資金調達について 

　次年度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。従いまして、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並びに小売事業の進出に必要資金

が不足し、計画が実現できない恐れがあります。

　　②ダイヤモンドの国際相場の変動について 

　主力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。 

　　③為替相場の変動について 

　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。 

　　④経済状況について 

　ダイヤモンドの仕入れの主力地はロシア連邦サハ共和国で共に海外であります。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の恐れがあります。

　また、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低迷する恐れがあります。

　当社グループが事業活動を行う主要な市場である日本、アジア等の国及び地域の経済環境の動向は、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

２．企業集団の状況
 

 
 

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 

（ロシア連邦サハ共和国） 

ヤプタ社 

アルロサ社 

資金 

原石 資金 資金 商品 

資金 原石 

商品 

 　（注）㈱サハダイヤモンド　マニュファクチュアリングにつきましては、平成18年12月末日をもって、営業活動を停止

し解散整理手配中であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の高騰による原材料価格の上昇が懸念されるなか企業収益の改

善、設備投資の増加、雇用情勢の好転等、景気は順調な回復基調に推移いたしました。しかしながら、個人消費の動

向は引き続き軟調な状況を示しているのが現状であります。

　このような状況下、当社グループは、前連結会計期間に引き続き事業の再構築を組み立てダイヤモンドの卸売り事

業から小売事業へエンド・ユーザーを意識した事業の展開をこころみ、ノウハウを取得し、本格的な小売進出への準

備が整いました。

　営業面におきましては、本社ショールームにブライダルコーナーのほか、ファッションジュエリーコーナーも新設

しまた、東京・銀座に実験店舗も開設し、また、ネット販売を行うにあたって、楽天やヤフー等で６カ月近く実験検

証を重ねノウハウを築くことができました。

　一方、海外部門におきましては、当社グループの株式会社ダイヤモンドマニュファクチャリング（ベルギー）は卸

部門の縮小を進めている過程において今年度をもって解散・清算を行っております。また、ロシア連邦サハ（ヤクー

チア）共和国の株式公開型サハダイヤモンド社が進めている研磨工場の建設について、共和国地方行政府の協力を得

て工事の進捗状況は、来年秋の竣工に向け順調に推移しております。

　このような状況の中、当社は平成19年2月14日開催の臨時株主総会において、平成19年3月31日付けをもって100株を

1株とする株式併合を決議いたしました。

株主資本面では、第4回新株予約権の発行等により当連結会計年度末では、資本金の額が、6,961百万円、自己資本比

率93.7%、1株当たり純資産額は、748円となっております。

　以上により、当連結会計年度の業績は、ダイヤモンドを中心とした宝飾品の販売を卸から小売へシフトする過程に

おいて売上高については、3,486百万円（前年同期比17.7％減）と減収となりました。これは主に卸部門の縮小による

ものですが、海外子会社の株式公開型サハダイヤモンド社は、原石の販売が好調推移しております。一方、収益面で

は、卸売りから小売販売へのシフトにともなう売上高の減少に加え、在庫の増加が要因で、商品在庫の引当会計上が

影響し売上総利益率が大幅に下回ったこと、並びに一連のファイナンスの発行による諸経費の増加等が影響して最終

的には経常損失は959百万となりました。

　特別損益では、ダイヤモンド購入係る前渡資金並びにダイヤモンドに係る当社が仕入先に対し前渡金として支払い、

その後個々の入荷状況を検討し遅延している分並びに一般貸付において入金返済が長期にわたる取引については、貸

倒引当金繰入額として491百万円、投資有価証券評価損として69百万円、子会社建物等の減損損失116百万円を計上し、

最終的に連結ベースの当期純損失は、1,659百万円（前年同期は、621百万円）となりました。

　

(2）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20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。

(3）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。
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(4）会社の対処すべき課題

　平成20年3月期の見通しは、企業収益の改善、雇用状況の好転等により景気回復基調が見られるものの、業界再編が

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、当社の主力商品であるダイヤモンドを小売展開するための組織体制が整いまし

たので、本格的に事業の拡大を図ってまいります。具体的には、次の事業を推進してまいります。

1.インターネットでエンゲージリングの販売

　当社はダイヤモンドで原石から商品販売まで一貫して行うバージンダイヤモンドを販売する日本唯一の強みを生か

しインターネットでエンゲージリングを行ってまいります。このために、アメリカにおいてインターネットジュエリー

販売大手のMondera Inc.とフランチャイズ契約をもつモンデランジャパン株式会社と業務提携を結び平成19年1月以降、

ノウハウ・販売戦略を協議し、また、同社と資本提携を行っております。今後は、平成19年夏以降、共同でネット販

売を協力に推進し、エンゲージリングのネット販売では、日本一を目指します。

2.サハダイヤモンドの小売業態店フランチャイズ化推進

　「サハダイヤモンド」をイメージブランドとしてサハダイヤモンド小売業態店フランチャイズチェーン（FC）化を

導入し業績を拡大いたします。

　具体的には、年内中にモデル店舗を開設し、本年12月からFC展開を始めてまいります。

株式会社日本フランチャイズ総合研究所と協議しながら、直営プロトタイプ（標準店）の開発、市場での差別化分析、

加盟オーナー出店基準にともなう策定支援等一つ一つのステップを構築して、3年で100店舗の店舗体制を整え、本格

的に小売業への推進を進めてまいります。

3.その他

　エンドユーザーへの販売として、催事についても年間スケジュールを組み、大催事は春、秋の2回、月間2～3回の

ベースで行ってまいります。

　また、これらをサポートすることも含めて、商品部を機能的に人員を投入して、新商品の開発等新体制で進めてま

いります。

　一方、資金調達につきましては、新株予約権の行使による資金調達が不可欠であります。ダイヤモンド事業を中心

とした、収益性の高い新分野へ積極的に投資して事業を推進、活性化を図り、株主の皆様のご期待に添えますよう社

員一同、鋭意努力を続けてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　　当社の内部管理体制につきましては、既に発表しておりますコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　を基に整備を行っておりますが、その内容ついてはコーポレートガバナンスの基本状況で発表させていただいてお

　りますので、内容は省略させていただきます。　　　　

(6）その他、会社の経営上重要な事項

Sakha Diamonnd Manufacturing B .V.B.A（サハダイヤモンドマニュファクチュアリング）については、平成18年12

月をもって営業活動を停止し、公的機関に対する清算、届出等、現地会計事務所を通じて作業を進めております。正

式閉鎖手続きは結了は今秋の予定であります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３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

現金及び預金 2,011 670  

受取手形及び売掛金  569 461  

たな卸資産  3,326 3,820  

その他 ※１ 608 180  

貸倒引当金 △21 △35  

流動資産合計 6,494 78.2 5,097 60.4 △1,396

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  

建物及び構築物 　 288  320

減価償却累計額 ※７ 18 269 110 210  

土地 　 366 366 －

建設仮勘定 　 7 218  

その他 156 214  

減価償却累計額 ※７ 58 98 147 66  

有形固定資産合計 742 8.9 861 10.2 116

２．無形固定資産

連結調整勘定 22 －  

その他 3 4  

無形固定資産合計 25 0.3 4 0.1 △21

３．投資その他の資産

投資有価証券 ※６ 537 2,101  

破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

676 1,114  

その他 ※５ 494 363  

貸倒引当金 △663 △1,110  

投資その他の資産合計 1,044 12.6 2,469 29.3 1,427

固定資産合計 1,812 21.8 3,335 39.6 1,523

資産合計 8,306 100.0 8,433 100.0 126
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３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

支払手形及び買掛金 211 62  

未払法人税等 7 14  

賞与引当金 6 6  

その他 　 101 355  

流動負債合計 326 3.9 439 5.2 114

Ⅱ　固定負債     

その他 5 4  

固定負債合計 5 0.1 4 0.1 △1

負債合計 332 4.0 443 5.3 113

（少数株主持分）

少数株主持分 24 0.3 －  △24

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 6,150 74.0 － － △6,150

Ⅱ　資本剰余金 ※３ 2,447 29.5 － － △2,447

Ⅲ　利益剰余金 △660 △8.0 － － 660

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

6 0.1 － － △6

Ⅴ　為替換算調整勘定 7 0.1 － － △7

Ⅵ　自己株式 ※４ △0 △0.0 － － 0

資本合計 7,950 95.7 － － △7,950

負債、少数株主持分及び
資本合計

8,306 100.0 － － △8,306
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  6,961 82.6 6,961

２．資本剰余金   － －  2,674 31.7 2,674

３．利益剰余金   － －  △1,735 20.6 △1,735

４．自己株式   － －  △0 △0.0 △0

　　株主資本合計   － －  7,900 93.7 7,900

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  1 0.0 1

２．為替換算調整勘定   － －  △7 △0.1 △7

　　評価・換算差額等合計   － －  △6 △0.1 △6

Ⅲ　新株予約権   － －  72 0.9 72

Ⅳ　少数株主持分   － －  23 0.3 23

純資産合計   － －  7,989 94.7 7,989

負債純資産合計   － －  8,433 100.0 8,433
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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 4,234 100.0 3,486 100.0 △749

Ⅱ　売上原価 3,584 84.7 3,282 94.2 △302

売上総利益 649 15.3 203 5.8 △445

Ⅲ　販売費及び一般管理費

交通通信費 103 94

支払手数料 276 339

役員報酬及び給料手当 305 346

賞与引当金繰入額 6 6

減価償却費 34 65

連結調整勘定償却額 8 －

のれん償却額 － 8

その他 286 1,022 24.1 308 1,169 33.5 146

営業損失 373 △8.8 965 △27.7 △591

Ⅳ　営業外収益

受取利息及び配当金 5 17

為替差益 114 61

その他 12 132 3.1 9 88 2.5 △43

Ⅴ　営業外費用

支払利息 0 3

新株発行費用 8 1

 社債償還手数料  76

その他 2 10 0.2 1 82 2.4 72

経常損失 251 △5.9 959 △27.6 707

Ⅵ　特別利益

貸倒引当金戻入益 2 －

投資有価証券売却益 9 2

その他 0 12 0.3 － 2 0.1 △9

Ⅶ　特別損失

固定資産売却損  ※1 － 6

固定資産除却損 ※2 1 0

投資有価証券評価損  23 69

貸倒引当金繰入額 351 491

投資有価証券売却損 2 1

のれん償却額 －  13

減損損失 ※3 －   116  

その他 0 379 9.0 － 698 20.0 319

税金等調整前当期純損
失

618 △14.6 1,655 △47.5 1,036

法人税、住民税及び事
業税

3 0.1 4 0.1  

少数株主損失 0 △0.0 0 △0.0 0

当期純損失 621 △14.7 1,659 △47.6 1,038
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,893

Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株発行 2,035  

減資差益 411 2,447

Ⅲ　資本剰余金減少高

損失処理額 1,893 1,893

Ⅳ　資本剰余金期末残高 2,447

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △9,242

Ⅱ　利益剰余金増加高

資本準備金取崩による損
失処理

1,893

連結子会社減少に伴う増
加高

―  

 資本金取崩による損失処
理

7,309 9,202

Ⅲ　利益剰余金減少高   

　　　当期純損失 621 621

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △660
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成18年４月１日　　至平成19年３月31日）　　　　　　　　（単位：百万円）

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
 

6,150 2,477 △660 △0 7,936

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 811 811   1,623

準備金から剰余金への振替　　
　　　　　　　（注）

 △173 173   

剰余金の内訳科目間の振替
（注）

 △411 △411   

当期純損失   △1,659  △1,659

　自己株式の取得
 

   △0 △0

　株主資本以外の項目の連結会計
　　　　　　　　　　度中の変動
額（純額）
 

     

　連結会計年度中の変動額合計
 

811 226 △1,074 △0 △35

 平成19年3月31日　残高
 

6,961 2,674 △1,735 △0 7,900

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 6 7 13 12 24 7,987

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      1,623

準備金から剰余金への振替
（注）

      -

剰余金の内訳科目間の振替
（注）

     - 

当期純損失      △1,659

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△4 △15 △20 59 △0 38

　連結会計年度中の変動額合計 △4 △15 △20 59 △0 2

　平成19年3月31日　　　残高 1 △7 △6 72 23 7,989

 (注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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（△）

△618 △1,655  

減価償却費 34 65  

連結調整勘定償却額 8 －  

のれん償却額 － 22  

有形固定資産売却損 △0 6  

有形固定資産除却損 1 0  

賞与引当金の増減額
（△減少額）

1 △0  

貸倒引当金の増減額 349 460  

 受取利息及び受取配
 当金

△5 △17  

支払利息 0 3  

投資有価証券評価損 23 69  

減損損失 － 116  

売上債権の減少額 200 97  

たな卸資産の増加額 △1,759 △494  

投資有価証券売却益 △7 △1  

未収消費税等の増減
額 （△増加額）

△81 40  

仕入債務の増減額 35 △149  

その他の増減額 △372 139  

小計 △2,187 △1,295 891

利息及び配当金の受取
額

5 17  

利息の支払額 △0 △3  

法人税等の支払額 △46 △17  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,228 △1,298 929
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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)

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

△943 △1,636  

有形固定資産の売却に
よる収入

0 0  

有形固定資産の取得に
よる支出

△94 △307  

貸付金の回収による収
入

109 2  

投資有価証券の売却に
よる収入

420 281  

投資不動産の取得によ
る支出

△242 △69  

貸付による支出 △98 △15  

長期未収入金の増加に
よる支出 

△243 －  

長期未収入金の回収 － 67  

その他の増減額  ※３ △8 △48  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,099 △1,724 △625

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  

社債の償還による支出 － △1,000  

株式の発行による収入 4,185 1,620  

新株予約権の発行によ
る収入

－ 62  

その他の増減額 25 －  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

4,210 1,682 △2,528

Ⅳ．現金及び現金同等物に係
る換算差額

7 0 △6

Ⅴ．現金及び現金同等物の増
減額

890 △1,340 △2,231

Ⅵ．現金及び現金同等物の期
首残高

1,120 2,011 890

Ⅶ．現金及び現金同等物の期
末残高

 ※１ 2,011 670 △1,340
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

　当社の当連結会計年度における子会社は、下記３社で

ありましたので、いずれも連結の範囲に含めております。

　㈱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。

１．連結の範囲に関する事項

　当社の当連結会計年度における子会社は、下記３社で

ありましたので、いずれも連結の範囲に含めております。

　㈱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、㈱サハダイヤモンドマニュファクチュアリングに

ついては、平成18年12月2日開催の取締役会において決

議し現在清算手続中であります。

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

　　　　　　……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、当連結第3四半期会計年

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。　

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

 

　　　　　　……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

(イ）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

……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）

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

(イ）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

……同左

(ロ）たな卸資産……主として移動平均法による原価

法

(ロ）たな卸資産……同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

 　　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

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。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

 　　有形固定資産……同左

　　　　　建物及び構築物 10～65年

 　　　　無形固定資産……当社及び連結子会社は定額法を

　　　　　　　　　　　　 採用しております。

　　　　　　　　　　　　　 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）に基づいて

　　　　　　　　　　　　 おります。

  

 　　　　無形固定資産……同左

(3）重要な引当金の計上基準

(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。

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金……同左

(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

算した支給見込額の当

期負担額を計上してお

ります。

(ロ）賞与引当金……同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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、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、連結決算日の

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。

(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、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、存外子会社等の資産及び負債は、連

結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

は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上しております。　　　

(5）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方法に

よっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法

　　　　同左

(6）消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(6）消費税等の会計処理方法

　　　　同左

５．連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、5年間の均等償却を

行っております。

５．連結調整勘定の償却に関する事項

　　　　　　──────────　　　　　　

６．のれん及び負のれんの償却に関する事項

　　　　　　──────────　

 

６．のれん及び負のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、５年間の定額法により償却

を行っております。　　　　　　

７．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。

７．連結調整勘定の償却に関する事項

　　　　　　──────────　

８．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又は損失処

理について、連結会計年度中に確定した利益処分又は損

失処理に基づいて作成しております。

８．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　　　　　同左

９．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。

９．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　同左

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

 該当事項はございません。
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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の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （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。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移行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

業損失及び営業外利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。

　　　　　　 ─────────

 　　　　　　　

 （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、当連結第３四半期会

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）

 　当連結会計年度より、「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7,989百万円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「短期貸付

金」（当連結会計年度末の残高は24百万円）は、資産の合

計額の100分の5以下となったため、流動資産の「その他」

に含めて表示することにしました。

 

　（連結損益計算書）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

記載されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却

額」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として

記載されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却

額」と表示しております。

 

 

追加情報

 　　　　　該当事項はございません。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　消費税等の会計処理

　未収消費税等は、流動資産の「その他」を含めて

表示しております。 

※１　消費税等の会計処理

同左

 

※２　当社の発行株式総数は、普通株式972,657,884株

であります。

　　　なお、平成１７年８月２３日付にて、減資

（減資額4,000,000,000円）を行っておりますが、

発行済み株式総数の減少は行っておりません。

※２　　　　　──────────　

※３　平成17年８月23日付にて、減資を行ったことによ

り、資本剰余金につきまして、411,491,121円増加

しております。

※３　　　　　──────────

※４　当社の保有する自己株式の数は、普通株式11,024

株であります。

※４　　　　　──────────　

※５　投資その他の資産の減価償却累計額　１百万円 ※５　投資その他の資産の減価償却累計額　 4百万円

※６　　　　　──────────　 ※６　担保に供している資産

　　　投資有価証券　　　　 359百万円

上記資産は、未払金277百万円の担保に供してお　

　ります。

　　

※７　　　　　──────────　 ※７　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

　　　ております。
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日至　平成19年３月31日）

※１.　　　　　──────────　

　　　

 

 

※１. 固定資産売却損の主な内訳は次の通りであります。

  　　　　工具器具備品　　　　　　　6百万円　

※２. 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

 

※３．　　　　──────────　　　　　　　　　

※２. 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　　　　　　　0百万円

※２．固定資産除却損は、工具器具0百万円であります。

※３．減損損失

　　　当連結会計年度において、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しました。

（１） 場所・・・本店（東京都墨田区）

　　　 用途・・・事業用資産

　 　　種類・・・建物附属設備及び工具、器具備品等

（２） 場所・・・公開型株式会社サハダイヤモンド

　　　　　　　【ロシア連邦サハ（ヤクーチア）共和国】

　　　 用途・・・事業用資産

　 　　種類・・・建物及び工具備品等

　

 　　当社グループは、原則として、事業用資産について

　　は、事業部を基準としてグルーピングを行っておりま

　　す。その結果、事業用資産について、収益性の悪化に

　　より回収可能価額が帳簿価格を下回った上記資産グル

　　ープの帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少

　　額を減損損失（116百万円）として特別損失に計上しま

　　した。

　減損損失の内訳　　　　　　

　建物及び構築物　　　　　73百万円

　機械及び装置　　　　　　 2百万円

　車両運搬具　　　　　　　 1百万円　　　

　工具器具備品            38百万円 

──────────────────────

 　　合計　　　　　　　　116百万円

 

　　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、建物及び土地については不動産

   鑑定評価額により評価しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式 972,657,884 95,000,000 1,056,981,306 10,676,578

普通株式　（注）1.2　 972,657,884 95,000,000 1,056,981,306 10,676,578

　　　　　合計 972,657,884 95,000,000 1,056,981,306 10,676,578

自己株式 11,024 1,400 12,300 124

普通株式　（注）3.4 11,024 1,400 12,300 124

合計 11,024 1,400 12,300 124

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加95,000,000株は、第三者割当増資による増加50,000,000株、新株予約

　　　権の権利行使による新株式の発行による増加45,000,000株であります。

　　2.普通株式の発行済株式数の減少1,056,981,306株は、平成19年3月31日付で100株を1株に株式併合したこ

　　　とによる減少です。　　　　

　　3.普通株式の自己株式の株式数の増加1,400株は単元未満株式の買取による増加です。

　　4.普通株式の自己株式の株式数の減少12,300株は平成19年3月31日付で100株を1株に株式併合したことによ

　　　る減少です。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）
 第2回新株予約権 （注）1 普通株式 15,000 － 15,000 － －

 　第3回新株予約権 （注）2 普通株式 111,000 － 111,000 － －

 （自己新株予約権）（注）2,3 普通株式 －
（111,000

）

（111,000

）
　(－) 　(－)

 　第4回新株予約権 普通株式 － 30,000 3,000 27,000 　      32

 第5回新株予約権 （注）4 普通株式 － 33,000 － 33,000 　　    39

合計 － － － － －
72

　　  (－)

(注)1.第2回新株予約権及の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものです。。

　　2.第3回新株予約権及び自己新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　　3.第3回自己新株予約権の増加は、新株予約権の取得によるものであります。

　　4.第5回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません

３．配当に関する事項

　　該当する事項はありません 
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（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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

※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

現金及び預金勘定 670百万円

現金及び現金同等物 670百万円

　２　重要な非資金取引 　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

 ※３　サハダイヤモンドエイペルを連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取

得価格と同社取得のための支出（純額）との関係は

次のとおりであります。

新株予約権の行使による資本金増加額 811百万円

新株予約権の行使による資本準備金増

加額 811百万円

新株予約権の行使による新株予約権の

減少額 1,620百万円

 ※３　　─────────

 

流動資産 50百万円

少数株主持分 △25百万円

㈱サハダイヤモンド・エイペル株式の

取得価額

25百万円

　㈱サハダイヤモンド・エイペル現金

及び現金同等物 △50百万円

　差引：㈱サハダイヤモンド・エイペ

ル現金及び現金同等物 △25百万円
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（リース取引関係）

　　　 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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平

成19年３月31日）において、当社グループは、注記しなければならないリース取引がないため、該当事項はありま

せん。

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 167 177 10

(2）債券    

①　国債・地方債
等

－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 167 177 10 

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 63 39 △23

(2）債券    

①　国債・地方債
等

－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 63 39 △23

合計 230 217 △13

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４月１日　至　平成18年３月31日）

 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

91 9 2

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

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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当連結会計年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 　0 3 2 

(2）債券    

①　国債・地方債
等

－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 0 3 2 

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 2,075 2,028 △47

(2）債券    

①　国債・地方債
等

－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,075 2,028 △47

合計 2,076 2,031 △45

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

280 2 1

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

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 49

 （注）当連結会計年度において、有価証券について45百万（その他有価証券で時価のある株式45百万円）減損処理を行

　　　っております。なお減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べて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、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。　

（デリバティブ取引関係）

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）及び当連結会計年度（自　平成18年４月１日

　至　平成19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ので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

該当事項はございません。　

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成17年4月1日至平成18年月31日）及び当連結会計年度（自平成18年4月1日至平成19年月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はございません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３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

繰延税金資産

貸倒損失及び貸倒引当金超過 2,805百万円

棚卸資産評価損否認額 28百万円

繰越欠損金 2,786百万円

その他 12百万円

評価性引当額 △5,632百万円

繰延税金資産計 0百万円

繰延税金負債 △4百万円

繰延税金負債計 △4百万円

繰延税金負債の純額 △4百万円

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 5,662百万円

貸倒引当金 445百万円

商品評価損 81百万円

減損損失 12百万円

その他 56百万円

評価性引当額 △6,256百万円

繰越税金資産計 0百万円

   

   

繰延税金負債 △0百万円

繰延税金負債計 △0百万円

繰延税金負債の純額 △0百万円

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

 

法定実効税率　　　　　　　　　　　　40.7％

（調整）

税務上の繰越欠損金の利用　　　　　△40.7％

その他　　　　　　　　　　　　　　　 0.5％　

税効果会計適用後の

法人税の負担率　　　　　　　　　　　 0.5％

繰延税金負債の純額は以下の項目に含まれております。

固定負債－繰延税金負債

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

注記を省略しております。

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

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。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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。
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ｂ．所在地別セグメント情報

 （１）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）　　　　　　　　　　　　　　　

　　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）

Ⅰ．売上高及び営業損益

(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 

Ⅱ．資産 8,459 857 9,316 　（1,010） 8,306

（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。

 （２）当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　

　　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）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

(1）外部顧客に対する売上高 2,473 1,012 3,486 － 3,486

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
378 1,034 1,412 （1,412） －

計 2,851 2,046 4,898 （1,412） 3,486

営業費用 3,703 2,133 5,837 （1,386） 4,451

営業利益又は営業損失(△) △852 △86 △939 （26） △965 

Ⅱ．資産 8,632 791 9,424 （990） 8,443

（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。
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ｃ．海外売上高

 　　　　（１）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）

　　　　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

（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、ベルギー、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す。

 　　　　 （２）当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　　　アジア 　　　ヨーロッパ 　　　　　　北米 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 178 1,042 6 1,228

Ⅱ　連結売上高（百万円）    3,486

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合(％)
5.1 29.9 0.2 35.2

（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、ベルギー、イスラエル

　　　　（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す。
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（関連当事者との取引）

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）

 役員及び個人主要株主等

属性 　氏名 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

 今野康裕 ― ― 

 当社代表

　取締役

社長

― ―  　―
 金銭の貸付 1,111  　―  　―

 金銭の借入 80  　―  　―

 内川昭比古

 （注）３
― ― 

 当社　取

締役、

 ㈲フラン

チャイズ

ベン

チャー総

研 　取締

役

― ―  　―

 不動産購入

 （注）４
121  　―  　―

 不動産の賃

貸

 （注）４

0  　―  　―

 不動産管理

手数料

 （注）４

2  　―  　―

役員が決議

権の過半数

を所有して

いる会社

 ㈱多宝

 （注）5

東京都墨田

区
10 不動産業 兼任1  　―  　― 株主の購入 26  　―  　―

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　 上記各社との取引額については、市場価格を参考に決定しております。

　　３．平成17年10月15日付けで㈲フランチャイズベンチャー総研に代表取締役が選任されたため、平成17年10月

　　　　14日までの取引を記載しております。また、平成18年３月17日付けで同社の取締役を辞任しております。

　　４．内川昭比古氏が第三者（㈲フランチャイズベンチャー総研）の代表者として行った取引であります。

　　５．当社役員今野康裕氏が議決権の100％を直接保有しております。

 

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 親会社及び法人主要株主等

属性 　氏名 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

主要株主

（法人）

 ㈱サハ資

源開発事業

団

 （注）3

東京都中央

区
40  投資業

(被所有)

直接6.1
　　―  　―

有価証券の

購入 （注）

2

138  　―  　―

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　有価証券の購入価格は、取引直近日の東京証券取引所の終値により決定しており支払条件は、一括現金払い

　　　であります。

　　３. 主要株主であった平成18年10月24日から平成19年3月11日までの取引を記載しております。

 

（企業結合等 ） 

該当事項はございません。 

 

－ 28 －



（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
 －円  －銭

１株当たり純資産額  748円 36銭

１株当たり当期純損失金額 164円 65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
 －円  －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。

　当社は、平成19年3月31日付で100株を1株に株式併合して

おります。

　　　なお、当該株式併合が全期首に行われたと仮定した

場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりで

す。

 

前連結会計年度

1株当たり純資産額817円36銭

1株当たり純資産額70円31銭

 

1株当たり当期順損失金額70円31銭潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額については潜在株式が存在しないため、

記載していません。

 

 （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17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純損失（百万円） 621 1,659

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（百万円） 621 1,659

期中平均株式数（株） 883,595,122 10,079,013

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

新株予約権２種類（新株予約権の数

341個）。

新株予約権２種類（新株予約権の数

　 3,570個）。
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（重要な後発事象）

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。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

（1）当社は、平成19年5月24日開催の取締役会において、「資本準備金の額の減少」を平成19年6月28日開催予定の

　　 第42回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

　①資本準備金の減少の目的

　会社法第448条第1項の規定に基づき、欠損の補填を目的として、資本準備金の取り壊しを行うものであります。

　②減少すべき資本金の額　　　　　　　1,726,664,074円

　③日程　　取締役会決議日　　　　　平成19年5月24日

　　　　　株主総会決議日　　　　　　平成19年6月28日（予定）

　　　　　債権者異議申述公告　　　　平成19年5月25日（予定）

　　　　　債権者異議申述最終期限　　平成19年6月26日（予定）

　　　　　効力発生日　　　　　　　　平成19年6月27日（予定）

（2）新株予約権等

　その他新株予約権等に関する重要な事項

  第5回新株予約権【発行総額3,300(1個あたり10,000株振込総額5,610百万円】は、平成19年3月30日に発行いたし

　ましたが平成19年4月中に828個が行使され1,407百万円の資金調達いたしました。平成19年4月末現在の未行使残

　高は2,472個（１個あたり10,000株）4,202百万円となっております。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第４１期
（平成18年３月31日）

第４２期
（平成19年３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   

現金及び預金 1,822 525  

受取手形  111 6  

売掛金 ※３ 593 541  

商品  2,869 3,612  

前渡金 384 －  

前払費用 2 3  

関係会社短期貸付金 331 241  

未収入金 101 －  

その他 99 116  

貸倒引当金 △21 △43  

流動資産合計 6,294 74.9 5,005 58.4 △1,288

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

建物 228 259

減価償却累計額 ※９ 17 211 51 207  

機械及び装置 1 10

減価償却累計額 ※９ 0 1 4 6  

車両運搬具 13 15

減価償却累計額 ※９ 8 4 13 3  

工具器具備品 94 142

減価償却累計額 ※９ 40 53 88 54  

土地  366  366  

有形固定資産合計 637 7.6 637 7.4 0
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第４１期
（平成18年３月31日）

第４２期
（平成19年３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)

２．無形固定資産

電話加入権 3 3 －

無形固定資産合計 3 0.0 3 0.0 0

３．投資その他の資産

投資有価証券 ※８ 537 2,101  

関係会社株式 77 25  

出資金 0 0  

関係会社長期貸付金 355 568  

従業員長期貸付金 0 －  

破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

676 1,114  

長期未収入金 243 －  

投資不動産 ※４ 241 307  

その他 8 54  

貸倒引当金 △674 △1,244  

投資その他の資産合計 1,465 17.4 2,928 34.2 1,465

固定資産合計 2,106 25.1 3,570 41.6 1,465

資産合計 8,400 100.0 8,575 100.0 175

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

買掛金 ※３ 264 217  

未払金 58 324  

未払法人税等 6 14  

未払費用 17 16  

預り金 5 4  

賞与引当金 6 6  

前受収益 4 1  

その他 14 3  

流動負債合計 376 4.5 589 6.9 214
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第４１期
（平成18年３月31日）

第４２期
（平成19年３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)

Ⅱ　固定負債

繰延税金負債 4 0  

その他 1 3  

固定負債合計 5 0.1 4 0.1 △1

負債合計 382 4.6 593 6.9 212

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 6,150 73.2 － － △6,150

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 2,035 －

２．その他資本剰余金   

（１）資本金及び資本準備
金減少差益

411 －

資本剰余金合計 2,447 29.1 － － △2,447

Ⅲ　利益剰余金

１．当期未処理損失 585 －

利益剰余金合計 △585 △7.0 － － 585

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

6 0.1 － － △6

Ⅴ　自己株式 ※２ △0 △0.0 － － 0

資本合計 8,018 95.4 － － △8,018

負債・資本合計 8,400 100.0 － － △8,400
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第４１期
（平成18年３月31日）

第４２期
（平成19年３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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  6,961 81.2 6,961

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   2,674    

(2）その他資本剰余金  －   － 2,674 31.2 2,674

資本剰余金合計   － －     

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

(2）繰越利益剰余金  －   △1,726    

利益剰余金合計   － －  △1,726 △20.1 △1,726

４．自己株式   － －  △0 △0.0 △0

株主資本合計   － －  7,908 92.2 7,908

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  1 0.0 1

評価・換算差額等合計   － －  1 0.0 1

Ⅲ　新株予約権   － －  72 0.8 72

純資産合計   － －  7,982 93.1 7,982

負債純資産合計   － －  8,575 100.0 8,575
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(2）損益計算書

第４１期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第４２期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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 ※１ 4,188 100.0 2,796 100.0 △1,391

Ⅱ　売上原価

　　商品期首たな卸高 ※１ 1,171   2,869    

当期商品仕入高 ※１ 5,279 3,329

合計 6,450 6,199

商品期末たな卸高 2,869 3,580 85.5 3,612 2,586 92.5 △994

売上総利益 607 14.5 210 7.5 △397

Ⅲ　販売費及び一般管理費

交通通信費 91 84

広告宣伝費 47 33

支払手数料 267 318

役員報酬 26 24

給料手当 258 288

賞与引当金繰入額 6 6

貸倒引当金繰入額 9 －

租税公課 50 53

減価償却費 33 61

支払報酬 － 54

雑費 160 950 22.7 137 1,061 37.9 111

営業損失 342 △8.2 851 △30.4 △508
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第４１期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第４２期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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)

　　Ⅳ　営業外収益

受取利息及び配当金
※1
 

5 17

為替差益 124 9

雑収入 6 137 3.3 8 35 1.3 △101

　　Ⅴ　営業外費用

新株発行費用 8 1

社債償還手数料  －  76.0

その他 0 8 0.2 4 82 2.9 73

経常損失 213 △5.1 898 △32.1 684

　　Ⅵ　特別利益

貸倒引当金戻入益 0   －    

 投資有価証券売却益 9 10 0.2 2 2 0.1 △7

Ⅶ　特別損失        

  固定資産除却損 ※2 0 0

投資有価証券売却損  2 1

投資有価証券評価損 23 69

貸倒引当金繰入額 351 622

    

関係会社整理損 －  50

関係会社株式評価損 －  50  

  減損損失 ※3  378 9.0 31 826 29.5 446

税引前当期純損失 582 △13.9 1,721 △61.5 △1,139

法人税、住民税及び事
業税

3 0.1 4 0.2 1

当期純損失 585 △14.0 1,726 △61.7 △1,141

前期繰越損失 7,309 －  

減資による繰越損失填
補額 

7,309 －  

当期未処理損失 585 －  
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(3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

損失処理計算書

  
第４１期

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（当期未処理損失の処理）    

Ⅰ 当期未処理損失   585 

Ⅱ 損失処理額    

１．その他資本剰余金か　
　らの振替額

 411  

２．資本準備金取崩額  173 585 

Ⅲ 次期繰越損失   ― 

    

（その他資本剰余金の処分）    

Ⅰ その他資本剰余金   411 

Ⅱ その他資本剰余金処分額    

１．利益剰余金への振替額  411 411 

Ⅲ その他資本剰余金次期繰越
額

  ― 

    

 （注）日付は株主総会承認日であります。
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株主資本等変動計算書

第４２期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

 

平成18年3月31日　残高
（百万円）

6,150 2,035 411 2,447 △585 △585 △0 8,011

  事業年度中の変動額         

新株の発行 811 811  811    1,623

準備金から剰余金への振替
（注）

 △173  △173 173 173  －

剰余金の内訳科目間の振替
（注）

  △411 △411 411 411  －

当期純損失     △1,726 △1,726  △1,726

自己株式の取得       △0 △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

　事業年度中の変動額合計
（百万円）

811 638 △411 226 △1,141 △1,141 △0 △103

平成19年3月31日　残高
（百万円）

6,961 2,674 － 2,674 △1,726 △1,726 △0 7,908

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

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3月31日　残高
（百万円）

6 6 12 8,031

　事業年度中の変動額

新株の発行    1,623

準備金から剰余金への振替
（注）

    

剰余金の内訳科目間の振替
（注）

    

当期純損失    △1,726

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△4 △4 59 54

　事業年度中の変動額合計
（百万円）

△4 △4 59 △48

　平成19年3月31日　残高
（百万円）

1 1 72 7,982

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。　
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

 　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
第４１期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第４２期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

……同左

その他有価証券

時価のあるもの

……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）

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

……同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

ダイヤの一部……個別法による原価法

その他の商品……移動平均法による原価

法

商品

ダイヤの一部……同左

その他の商品……同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産………定率法

　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

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

基づいております。

有形固定資産………同左

 

 

 無形固定資産………同左

 

長期前払費用………定額法 長期前払費用………同左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

新株発行費

………同左

５．引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

……同左

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の当期負担額を計上

しております。

賞与引当金

……同左

６．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

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理方法

……同左
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会計処理方法の変更

第４１期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第４２期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）  

 当期より、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、当期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。

当該変更により、売上高は前期と比し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、

経常損失及び税引前当期純損失への影響はありません。

なお、当中間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

損失及び税引前当期純損失への影響はありません。

 

　　　　　　　　──────────

 

 　　　　　　　──────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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7,966百万円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

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

第４１期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第４２期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表）

 　前期まで区分掲記しておりました「短期貸付金」（当期

末残高18百万円）は、資産の合計額の100分の1以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示することにいたし

ました。

 　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金」は、当期において、資産の総額の100分の1

を超えたため区分掲記いたしました。なお、前期末の「未収

入金」は、0百万であります。　　

 （損益計算書）

 　前期まで区分掲記しておりました「消耗品費」（当期27

百万円）は、販売費及び一般管理費の総額の100分の5以下と

なったため、販売費及び一般管理費の「雑費」に含めて表示

することにいたしました。

 　前期まで区分掲記しておりました「賃借料」（当期26百

万円）は、販売費及び一般管理費の総額の100分の5以下と

なったため、販売費及び一般管理費の「雑費」に含めて表示

することにいたしました。

 　前期まで区分掲記しておりました「受取手数料」（当期0

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、営業外収益の「雑収入」に含めて表示することにいたし

ました。

（貸借対照表）

 　前期まで区分掲記しておりました「前渡金」（当期末残

高32百万円）は、資産の合計額の100分の1以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示することにいたしました。

 　前期まで区分掲記しておりました「未収入金」（当期末

残高31百万円）は、資産の合計額の100分の1以下となったた

め、流動資産の「その他」に含めて表示することにいたしま

した。　　

 （損益計算書）

 　前期まで販売費及び一般管理費の「雑費」に含めて表示

することにいたしました。「支払報酬」は販売費及び一般管

理費の総額の100分の5を超えたため、区分掲記しました。な

お、前期における「支払い報酬」の金額は29百万円でありま

す。

 

 

追加情報

　　　 該当事項はございません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第４１期
（平成18年３月31日）

第４２期
（平成19年３月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式数 ※１．　　　　　　───────────

授権株式数 普通株式 1,500,000千株

発行済株式総数 普通株式 972,657千株

    

    

※２．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式11,024株

であります。

※２.　　　　　　───────────

 

※３．関係会社に関する注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する債権及び債務は次のとおりでありま

す。

※３．関係会社に関する注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する債権及び債務は次のとおりでありま

す。

売掛金 190百万円

買掛金 81百万円

売掛金 165百万円

買掛金 155百万円

※４．投資その他の資産の減価償却累計額　　1百万円　

　　　　　　　　　　

※４．投資その他の資産の減価償却累計額　　4百万円　

　　　　　　　　　　

※５．平成15年６月27日開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補を行っております。

※５． 　　　───────────　　

資本準備金 560百万円    

　　　　平成16年６月29日開催の定時株主総会において下

　　　　記の欠損てん補を行っております。

資本準備金 336百万円

 

 

　６.資本の欠損の額は、５８５百万円であります。　　　

　７．配当制限　　　　

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

　　　　を付したことにより、増加した純資産額は、6百万

　　　　円であります。　

 

※８.　　　　───────────

 

 

 

※９.　　　　───────────

　　

   

   

６.　　　  　───────────

 ７．　　  　 ───────────　　

 

 

※８　担保に供している資産

　　投資有価証券　　　　 359百万円

　　上記資産は、未払金277百万円の担保に供しております

 

※９　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれており

ます。　　　　　　　　　　　
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（損益計算書関係）

第４１期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第４２期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　　　関係会社への売上高　　　　　　　　　430百万円

　　　関係会社からの仕入高　　　　　　　1,324百万円

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　　　関係会社への売上高　　　　　　　　  351百万円

　　　関係会社からの仕入高　　　　　　　1,060百万円

関係会社からの受取利息　　　　　　　　0百万円

※２．固定資産除却損は、工具器具備品0百万円でありま

す。

※２．固定資産除却損は、工具器具0百万円であります。

※３．減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

 

　場所・・・本店（東京都墨田区）

　用途・・・事業用資産

　種類・・・建物附属設備及び工具、器具備品等

 

　当社は、原則として事業用資産について、収益性

の悪化により回収可能価額が帳簿価格を下回った上

記資産グループの帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（31百万円）として特別

損失に計上しました。

　減損損失の内訳　　　　　　

　　　　建物　　　　　　　17百万円

　機械及び装置　　　　　　 2百万円

　車両運搬具　　　　　　　 1百万円　　　

　工具器具備品            11百万円 

──────────────────────

 　　合計　　　　　　　　 31百万円

 

　　　　なお、当資産グループの回収可能価額は正

味版却価額により測定しおり、建物及び土地につい

ては不動産鑑定評価額により評価しております。

 

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項     

 
前事業年度末

株式数（株）

当事業年度増加

株式数（株）

当事業年度減少

株式数（株）

事業年度末

　株式数（株）

普通株式 11,024 1,400 12,300 124

合計 11,024 1,400 12,300 124

（株）1.普通株式の自己株式の増加1,400株は単元は、単元未満株式の受取による増加です。

　　  2.普通株式の自己株式の株式数の減少　12,300株は、平成１９年３月３１日付で１００株を１株に株式併合した

　　　　ことによる減少です。
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（リース取引関係）

　　　 前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）において、当社は、注記の必要なリース取引がないため、該当事項はありません。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

 
第４１期

（平成18年３月31日）

 
第４２期

（平成19年３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

繰延税金資産

貸倒損失及び貸倒引当金超過 2,805百万円

棚卸資産評価損否認額 28百万円

繰越欠損金 2,786百万円

その他 12百万円

評価性引当額 △5,632百万円

繰延税金資産計 0百万円

繰延税金負債 △4百万円

繰延税金負債計 △4百万円

繰延税金負債の純額 △4百万円

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 5,662百万円

貸倒引当金 503百万円

商品評価損 81百万円

減損損失 12百万円

その他 76百万円

評価性引当額 △6,334百万円

繰越税金資産計 0百万円

   

   

繰延税金負債 △0百万円

繰延税金負債計 △0百万円

繰延税金負債の純額 △0百万円

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

 

　法定実効税率　　　　　　　　　　　　40.7％

（調整）

税務上の繰越欠損金の利用　　　　　△40.7％

その他　　　　　　　　　　　　　　　 0.5％　

税効果会計適用後の

法人税の負担率　　　　　　　　　　　 0.5％

繰延税金負債の純額は以下の項目に含まれております。

固定負債－繰延税金負債

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

第４１期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第４２期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 8円　24銭

１株当たり当期純損失金額 0円  66銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
－ 円 － 銭

１株当たり純資産額 747円　64銭

１株当たり当期純損失金額 171円  31銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
－ 円 － 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。

　当社は、平成19年3月31日付で100株を1株に株式併合し

ております。

　なお、当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合

の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりです。

 

前事業年度

1株当たり純資産額　824円37銭

1株当たり当期純損失金額　66円23銭

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については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。

 

第４１期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第４２期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純損失（百万円） △585 △1,726

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（百万円） △585 △1,726

期中平均株式数（株） 883,595,122 10,079,013

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

新株予約権２種類（新株予約権の数

341個）

新株予約権２種類（新株予約権の数

3,570個）
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（重要な後発事象）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　（1）当社は、平成19年5月24日開催の取締役会において、「資本準備金の額の減少」を平成19年6月28日開催予定の

　　 第42回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

　①資本準備金の減少の目的

　会社法第448条第1項の規定に基づき、欠損の補填を目的として、資本準備金の取り壊しを行うものであります。

　②減少すべき資本金の額　　　　　　　1,726,664,074円

　③日程　取締役会決議日　　　　　　平成19年5月24日

　　　　　株主総会決議日　　　　　　平成19年6月28日（予定）

　　　　　債権者異議申述公告　　　　平成19年5月25日（予定）

　　　　　債権者異議申述最終期限　　平成19年6月26日（予定）

　　　　　効力発生日　　　　　　　　平成19年6月27日（予定）

（2）新株予約権等

　その他新株予約権等に関する重要な事項

・第5回新株予約権【発行総額3,300(1個あたり10,000株振込総額5,610百万円】は、平成19年3月30日に発行いたし

　ましたが平成19年4月中に828個が行使され1,407百万円の資金調達いたしました。平成19年4月末現在の未行使残

　高は2,472個（１個あたり10,000株）4,202百万円となっております。
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６．その他
(1）役員の異動

  ①代表取締役の異動 

　該当事項はありません。 

 

 （2）その他

  　①新任取締役候補

　　　　　　     （新役職名）　　　　　　　　　　　　　　　(氏名）　　　（現役職）

　　　　　　取締役バージンダイヤモンド部長兼情報部長　　　亀井　晃　　 バージンダイヤモンド部　次長

　　②新任監査役候補

　　　　　 （新役職名）　（氏名）　　　（現役職）

　　　　   常勤監査役　 大見　信夫　 取締役管理部長

　

  　③退任予定取締役　　　  （現役職）

　　　　　 安藤　達也　（現取締役経営戦略室長）

 　 ④退任常勤監査役

　　　　　 土岐　剛平　（現常勤監査役）

 

 

　　◎第42回定時株主総会

 　　開催日　　平成19年6月28日（木）

 　　場所　　　東京都墨田区横網一丁目6番1号

 　　          第一ホテル両国5階「清澄」　　　

 　　議題　　　平成19年6月13日頃「第42回定時株主総会総会招集ご通知」によりお知らせいたします。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　以上
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