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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）         （千円未満切捨て）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業損失 経常損失 四半期（当期）純損失

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
20年３月期第１四半期 3,335,623 △24.8 △150,239 － △153,407 － △118,561 －
19年３月期第１四半期 4,437,370 △5.4 △47,387 － △26,692 － △25,223 －

19年３月期 16,678,845 － △216,292 － △111,580 － △1,030,272 －

１株当たり四半期
（当期）純損失

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭
20年３月期第１四半期 △10 79 － －
19年３月期第１四半期 △2 16 － －

19年３月期 △93 77 － －

(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

千円 千円 ％ 円 銭
20年３月期第１四半期 16,980,963 6,426,296 37.8 584 91
19年３月期第１四半期 20,753,205 8,680,810 41.8 790 09

19年３月期 16,770,197 6,534,937 39.0 594 78

(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

千円 千円 千円 千円
20年３月期第１四半期 △322,278 △36,336 267,336 986,359
19年３月期第１四半期 △508,710 29,864 512,378 1,268,965

19年３月期 △903,127 147,203 598,128 1,077,636

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭
19年３月期第１四半期 － －
20年３月期第１四半期 － －

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）　【参考】

 （％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

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 円 銭
中間期 7,100,000 △19.2 △180,000 － △190,000 － △180,000 － － －
通期 15,500,000 △7.1 240,000 － 210,000 － 50,000 － 4 55

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）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：  無

(3）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

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　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。なお、中間期及び通期

の業績予想を修正いたしましたので、これに関する事項は本日発表の「平成20年３月期中間業績予想及び通期業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期における売上高は3,335百万円（前年同四半期比24.8％減）となりました。事業別の売上高の状況につき

ましては、きもの事業2,176百万円（前年同四半期比26.7％減）、ジュエリー事業669百万円（前年同四半期比28.6％

減）、ファッション事業489百万円（前年同四半期比7.9％減）となり、依然としてきもの過量販売問題の影響が続いて

おり前年同四半期比大幅な減少で推移いたしました。その結果、営業損失150百万円、経常損失153百万円、四半期純損

失118百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて210百万円増加して16,980百万円となりました。

　流動資産は、現金及び預金が91百万円、受取手形及び売掛金が465百万円減少、一方で、たな卸資産が624百万円、繰

延税金資産が85百万円増加いたしました。

　固定資産並びに流動負債については、大きな変動はございません。

　固定負債は、長期借入金が302百万円、繰延税金負債が56百万円増加いたしました。

　純資産は108百万円減少して6,426百万円となりました。この結果、自己資本比率は37.8％となりました。

　キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動に使用した資金は322百万円、投資活動に使用した資金は36百万

円、財務活動において得られた資金は267百万円となりました。

　これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末の残高は986百万円となり、前連結会計年度末に比べて91百万円

減少いたしました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期における業績及び市況を勘案し、中間期（平成19年４月～平成19年９月）及び通期（平成19年４月～平

成20年３月）の業績予想を修正いたしております。

　なお、中間期及び通期の業績予想に関する事項につきましては、本日平成19年８月３日公表の「平成20年３月期中間

（連結・個別）業績予想及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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）

　　該当事項はありません。 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　該当事項はありません。 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　　該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 1,268,965 986,359   1,077,636

２．受取手形及び売掛金 7,938,374 5,923,532   6,389,436

３．有価証券 － 2,000   －

４．たな卸資産 4,707,386 4,449,678   3,824,891

５．繰延税金資産 144,672 389,095   303,237

６．その他 161,287 123,053   135,173

貸倒引当金 △17,800 △167,400   △187,420

流動資産合計 14,202,886 11,706,318 △2,496,568 △17.6 11,542,956

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物及び構築物 1,358,582 1,275,959   1,293,198

(2）土地 1,496,590 1,366,797   1,366,797

(3）その他 47,129 37,964   39,962

 有形固定資産合計 2,902,302 2,680,721 △221,581 △7.6 2,699,958

２．無形固定資産      

(1）電話加入権 10,513 10,513   10,513

 無形固定資産合計 10,513 10,513 － － 10,513

３．投資その他の資産     －

(1）投資有価証券 1,950,387 1,584,198   1,533,000

(2）土地再評価に係る
繰延税金資産

924,614 －   －

(3）更生債権等 － 1,145,647   1,097,638

(4）その他 862,866 1,036,236   1,042,282

貸倒引当金 △100,364 △1,182,671   △1,156,151

 投資その他の資産合計 3,637,503 2,583,410 △1,054,092 △29.0 2,516,769

固定資産合計 6,550,319 5,274,645 △1,275,674 △19.5 5,227,241

資産合計 20,753,205 16,980,963 △3,772,242 △18.2 16,770,197
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形及び買掛金 5,140,511 3,537,072   3,534,009

２．短期借入金 3,831,000 4,083,170   4,118,000

３．未払法人税等 4,299 6,532   12,029

４．賞与引当金 137,878 95,017   192,711

５．売上割戻引当金 14,667 10,293   11,174

６．その他 466,852 348,353   254,186

流動負債合計 9,595,209 8,080,438 △1,514,770 △15.8 8,122,110

Ⅱ　固定負債      

１．長期借入金 1,784,000 1,885,010   1,582,750

２．繰延税金負債 438,866 322,164   265,849

３．退職給付引当金 10,397 9,731   10,847

４．役員退職金引当金 217,336 233,546   230,056

５．その他 26,587 23,777   23,647

固定負債合計 2,477,186 2,474,228 △2,958 △0.1 2,113,149

負債合計 12,072,395 10,554,666 △1,517,728 △12.6 10,235,259

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 1,857,196 1,857,196   1,857,196

２．資本剰余金 1,577,320 1,577,320   1,577,320

３．利益剰余金 5,942,651 4,819,041   4,937,602

４．自己株式 △4,327 △4,421   △4,327

株主資本合計 9,372,839 8,249,136 △1,123,703 △12.0 8,367,790

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価
差額金

694,891 488,695   478,682

２．土地再評価差額金 △1,386,921 △2,311,535   △2,311,535

評価・換算差額等合計 △692,029 △1,822,839 △1,130,810 － △1,832,852

純資産合計 8,680,810 6,426,296 △2,254,514 △26.0 6,534,937

負債純資産合計 20,753,205 16,980,963 △3,772,242 △18.2 16,770,197
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,437,370 3,335,623 △1,101,746 △24.8 16,678,845

Ⅱ　売上原価 2,996,428 2,242,242 △754,186 △25.2 11,231,401

売上総利益 1,440,941 1,093,380 △347,560 △24.1 5,447,444

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,488,328 1,243,619 △244,708 △16.4 5,663,736

営業損失 △47,387 △150,239 △102,851 － △216,292

Ⅳ　営業外収益 48,260 31,775 △16,484 △34.2 238,463

Ⅴ　営業外費用 27,565 34,943 7,378 26.8 133,751

経常損失 △26,692 △153,407 △126,715 － △111,580

Ⅵ　特別利益 3,000 － △3,000 － 7,920

Ⅶ　特別損失 － － － － 1,096,416

税金等調整前四半期（当期）
純損失

△23,692 △153,407 △129,715 － △1,200,076

法人税、住民税及び事業税 1,196 1,371 175 14.6 17,303

法人税等調整額 334 △36,218 △36,552 － △187,107

四半期（当期）純損失 △25,223 △118,561 △93,337 － △1,030,272
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）   　　　　　　　（単位：千円）

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 1,857,196 1,577,320 6,101,246 △4,327 9,531,434

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当（注） － － △109,871 － △109,871

利益処分による役員賞与（注） － － △23,500 － △23,500

四半期純損失 － － △25,223 － △25,223

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

－ － － － －

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計 － － △158,594 － △158,594

平成18年６月30日　残高 1,857,196 1,577,320 5,942,651 △4,327 9,372,839

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高 924,966 △1,386,921 △461,954 9,069,479

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当（注） － － － △109,871

利益処分による役員賞与（注） － － － △23,500

四半期純損失 － － － △25,223

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△230,074 － △230,074 △230,074

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計 △230,074 － △230,074 △388,669

平成18年６月30日　残高 694,891 △1,386,921 △692,029 8,680,810

 （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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）   　　　　　　　（単位：千円）

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19年３月31日　残高 1,857,196 1,577,320 4,937,602 △4,327 8,367,790

第１四半期連結会計期間中の変
動額

四半期純損失 － － △118,561 － △118,561

自己株式の取得 － － － △93 △93

株主資本以外の項目の第１四
半期連結会計期間中の変動額
（純額）

－ － － － －

第１四半期連結会計期間中の変
動額合計 － － △118,561 △93 △118,654

平成19年６月30日　残高 1,857,196 1,577,320 4,819,041 △4,421 8,249,136

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高 478,682 △2,311,535 △1,832,852 6,534,937

第１四半期連結会計期間中の変
動額

四半期純損失 － － － △118,561

自己株式の取得 － － － △93

株主資本以外の項目の第１四
半期連結会計期間中の変動額
（純額）

10,012 － 10,012 10,012

第１四半期連結会計期間中の変
動額合計 10,012 － 10,012 △108,641

平成19年６月30日　残高 488,695 △2,311,535 △1,822,839 6,426,296
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

（単位：千円）

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 1,857,196 1,577,320 6,101,246 △4,327 9,531,434

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △109,871  △109,871

利益処分による役員賞与（注）   △23,500  △23,500

当期純損失   △1,030,272  △1,030,272

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）     －

連結会計年度中の変動額合計   △1,163,643  △1,163,643

平成19年３月31日　残高 1,857,196 1,577,320 4,937,602 △4,327 8,367,790

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高 924,966 △1,386,921 △461,954 9,069,479

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △109,871

利益処分による役員賞与（注）    △23,500

当期純損失    △1,030,272

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） △446,284 △924,614 △1,370,898 △1,370,898

連結会計年度中の変動額合計 △446,284 △924,614 △1,370,898 △2,534,541

平成19年３月31日　残高 478,682 △2,311,535 △1,832,852 6,534,937

 （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）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期

（平成19年３月期

第１四半期）

当四半期

（平成20年３月期

第１四半期）

（参考）

平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純損失 △23,692 △153,407 △1,200,076

減価償却費 24,686 22,208 97,650

退職給付引当金の増減額（△減少額） 314 △1,116 764

役員退職金引当金の増加額 4,240 3,490 16,960

賞与引当金の減少額 △134,042 △97,694 △79,209

貸倒引当金の増減額（△減少額） △2,829 6,500 1,222,577

売上割戻引当金の増減額（△減少額） 759 △881 △2,733

受取利息及び受取配当金 △9,409 △11,157 △28,161

支払利息 15,835 23,164 79,653

投資有価証券評価損 － － 18,739

有価証券売却益 △19,057 － △116,982

固定資産売却損 － － 134

固定資産除却損 30 － 8,240

役員賞与の支払額 △23,500 － △23,500

売上債権の減少額 354,266 421,895 754,994

たな卸資産の増加額 △1,079,153 △624,786 △196,659

仕入債務の増減額（△減少額） 359,000 3,063 △1,248,326

未払消費税等の増減額（△減少額） △4,313 280 △4,284

デリバティブ資産評価益 － 763 3,799

その他 138,106 104,403 △40,737

小計 △398,758 △303,272 △737,155

利息及び配当金の受取額 9,436 11,254 28,164

利息の支払額 △16,433 △27,557 △77,796

法人税等の支払額 △102,955 △2,703 △116,340

営業活動によるキャッシュ・フロー △508,710 △322,278 △903,127

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 2,000 － 2,000

有形固定資産の取得による支出 △3,598 △319 △15,554

有形固定資産の売却による収入 － － 10

投資有価証券の取得による支出 △5,675 △36,510 △99,623

投資有価証券の売却による収入 35,976 － 252,084

貸付金の回収による収入 836 591 2,420

その他 325 △97 5,867

投資活動によるキャッシュ・フロー 29,864 △36,336 147,203

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の減少額 △650,000 △90,000 △250,000

長期借入れによる収入 1,400,000 450,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △127,750 △92,570 △442,000

自己株式の取得による支出 － △93 －

配当金の支払額 △109,871 － △109,871

財務活動によるキャッシュ・フロー 512,378 267,336 598,128

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 33,533 △91,277 △157,795

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,235,432 1,077,636 1,235,432

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,268,965 986,359 1,077,636
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 1,257,657 974,927   1,073,299

２．受取手形 4,837,810 3,115,350   3,507,988

３．売掛金 3,099,160 2,800,707   2,873,871

４．たな卸資産 4,685,612 4,430,770   3,806,090

５．繰延税金資産 144,254 390,711   304,173

６．その他 160,753 122,705   132,303

貸倒引当金 △18,000 △172,000   △191,000

流動資産合計 14,167,248 11,663,172 △2,504,076 △17.7 11,506,726

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物 1,353,067 1,270,987   1,288,111

(2）土地 1,496,590 1,366,797   1,366,797

(3）その他 52,258 40,167   42,037

有形固定資産合計 2,901,917 2,677,952 △223,964 △7.7 2,696,946

２．無形固定資産      

(1）電話加入権 9,701 9,701   9,701

無形固定資産合計 9,701 9,701 － － 9,701

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 1,950,387 1,584,198   1,533,000

(2）土地再評価に係る繰延
税金資産

924,614 －   －

(3）更生債権等 － 1,145,647   1,097,638

(4）その他 1,009,261 1,249,527   1,244,573

貸倒引当金 △234,364 △1,381,671   △1,330,151

投資その他の資産合計 3,649,898 2,597,701 △1,052,197 △28.8 2,545,059

固定資産合計 6,561,516 5,285,354 △1,276,162 △19.4 5,251,707

資産合計 20,728,765 16,948,527 △3,780,238 △18.2 16,758,433

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形 3,723,163 2,456,764   2,846,888

２．買掛金 1,409,011 1,075,612   674,385

３．短期借入金 3,831,000 4,083,170   4,118,000

４．未払法人税等 4,247 6,306   11,616

６．売上割戻引当金 14,667 10,293   11,174

５．賞与引当金 135,000 90,000   190,000

７．その他 463,035 337,063   239,995

流動負債合計 9,580,124 8,059,210 △1,520,914 △15.9 8,092,060
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅱ　固定負債      

１．長期借入金 1,784,000 1,885,010   1,582,750

２．繰延税金負債 384,366 251,664   195,349

３．役員退職金引当金 217,336 233,546   230,056

４．その他 26,587 23,777   23,647

固定負債合計 2,412,289 2,393,997 △18,292 △0.8 2,031,802

負債合計 11,992,413 10,453,207 △1,539,206 △12.8 10,123,862

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 1,857,196 1,857,196 － － 1,857,196

２．資本剰余金      

(1）資本準備金 1,577,320 1,577,320   1,577,320

資本剰余金合計 1,577,320 1,577,320 － － 1,577,320

３．利益剰余金      

(1）利益準備金 220,000 220,000   220,000

(2）その他利益剰余金      

 ①固定資産圧縮積立金 197,452 186,445   188,566

 ②別途積立金 5,480,000 4,530,000   5,480,000

 ③繰越利益剰余金 100,740 △48,380   △851,330

利益剰余金合計 5,998,192 4,888,065 △1,110,127 △18.5 5,037,235

４．自己株式 △4,327 △4,421 △93 △2.2 △4,327

株主資本合計 9,428,380 8,318,159 △1,110,220 △11.8 8,467,423

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差額
金

694,891 488,695   478,682

２．土地再評価差額金 △1,386,921 △2,311,535   △2,311,535

評価・換算差額等合計 △692,029 △1,822,839 △1,130,810 △163.4 △1,832,852

純資産合計 8,736,351 6,495,320 △2,241,031 △25.7 6,634,571

負債純資産合計 20,728,765 16,948,527 △3,780,238 △18.2 16,758,433
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(2）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,419,517 3,297,079 △1,122,438 △25.4 16,547,567

Ⅱ　売上原価 2,991,285 2,236,153 △755,132 △25.2 11,185,058

売上総利益 1,428,231 1,060,926 △367,305 △25.7 5,362,508

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,463,271 1,189,031 △274,240 △18.7 5,503,883

営業損失 △35,040 △128,104 △93,064 － △141,374

Ⅳ　営業外収益 48,697 33,125 △15,572 △32.0 242,499

Ⅴ　営業外費用 27,565 34,943 7,378 26.8 133,544

経常損失 △13,907 △129,923 △116,016 － △32,419

Ⅵ　特別利益 3,000 － △3,000 － 7,920

Ⅶ　特別損失 12,000 54,999 42,999 358.3 1,148,416

税引前四半期（当期）純損
失

△22,907 △184,923 △162,016 － △1,172,915

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,145 － － 16,890

法人税等調整額 △4,321 △36,898 △32,576 － △209,117

四半期（当期）純損失 △19,731 △149,170 △129,439 － △980,688

(3）部門別売上高

区分

前四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）
平成19年３月期

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

きもの 2,949,794 66.7 2,138,109 64.9 10,420,578 63.0

ジュエリー 938,755 21.3 669,819 20.3 3,268,105 19.7

ファッション 530,967 12.0 489,151 14.8 2,858,883 17.3

合計 4,419,517 100.0 3,297,079 100.0 16,547,567 100.0

　（注）　金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
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