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１．平成19年９月期第３四半期の連結業績（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(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 ％

19年９月期第３四半期 1,768 128.2 △130 － △95 － △795 －

18年９月期第３四半期 1,379 105.4 △184 － △272 － △308 －

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

19年９月期第３四半期 △2 55 － －

18年９月期第３四半期 △0 96 － －

18年９月期 0 11 0 9

　（注）１．当第３四半期より新たに２社が連結子会社に加わったため前年第３四半期および前事業年度の数値

　　　　　とは連結の範囲が異なります。

　　　　２．当第３四半期における１株当たり四半期利益については、平成19年6月30日時点での発行済株式数

　　　　　397,692,131株に基づき算出しております。

　　　　３．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３四半期および前年第３四半期にお

　　　　　いて損失計上となったため記載しておりません。

 

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期第３四半期 10,301 9,737 94.5 24 49

18年９月期第３四半期 6,114 5,956 97.4 20 87

18年９月期 6,144 5,995 97.6 21 0

 　　　（注）１．当第３四半期より新たに２社が連結子会社に加わったため前年第３四半期および前事業年度の

　　　　　　　　数値とは連結の範囲が異なります。

　　　　　　 ２．当第３四半期における１株当たり純資産については、平成19年6月30日時点での発行済株式数

　　　　　　　　397,692,131株に基づき算出しております。
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(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９月期第３四半期 △1,416 △3,568 3,053 1,699

18年９月期第３四半期 △3,124 △199 4,576 1,430

18年９月期 △2,789 △842 4,395 1,121

 　　　　（注） 当第３四半期より新たに２社が連結子会社に加わったため前年第３四半期および前事業年度の

　　　　　　　数値とは連結の範囲が異なります。

 

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

18年９月期第３四半期 － －

19年９月期第３四半期 － －

３．平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30日）　【参考】

 （％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 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,500  310  290  △510    

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 2社 （社名 株式会社ビジネスアルファ24、株式会社エーディーアンドディー） 除外 0社  

(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　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、4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。
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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３四半期連結会計期間における我が国経済は、輸出の伸びや大企業製造業を中心とした企業収益の改善による設

備投資の増加、個人投資家を中心とした証券投資事情の活発化によって緩やかな景気回復が続きましたが、世界的には、

東アジア地域を中心とした政情不安、原油価格の高騰、また国内においては緩やかな景気回復により若干雇用環境の上

向きが見られましたが依然とした個人消費の弱含みな推移など、全般的な回復には予断を許さない状況が続きました。

このような情勢下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国内リセール市場及び世界最大

の海外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。

平成19年４月に新たに当社グループに株式会社ビジネスアルファ24及びその100％子会社である株式会社エーディー

アンドディーの２社が加わりＷＥＢ情報事業として、当社グループに大きな売上及び収益をもたらすことが可能な体制

となりました。

しかしながら、当期につきましては平成19年4月からの連結会計処理であるため新たに加わった２社の数値に関して

は、半期分の連結（うち４月分は70%連結）となります。

 資部門におきましては、昨今の経済事情を鑑み、有望企業等への資金投資を慎重に行ってまいりました。

  この結果、第３四半期の業績は、売上高1,768百万円（前年同期比28.2％増）、営業損失130百万円、経常損失95百万

円、当期純損失795百万円（前年同期純損失2億48百万円）となりました。

　事業別の状況については、つぎのとおりです。

［宝飾品事業］

利益率向上を目的とし、代理店業務・国内店舗販売のみでなく、グループ全体として海外市場も含めたリセール市場・

オークション市場への積極的な営業活動を行い、シェア拡大・向上に務めました。これにより売上高は969百万円となり

ました。

［投資事業］

昨今の経済事情を鑑み、慎重に資金運用した結果、売上高は183百万円となりました。

［ＷＥＢ情報事業］

 当第３四半期連結会計期間より、当社グループに参入しました事業であり、結婚情報サイトの運営、WEB広告等を中心

に営業活動を行っており、売上高は751百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間より、連結対象企業が２社増加しておりますが、４月度におきましては、株式取得率が70%

であり、５月より完全子会社（100%)となっております。

　当第３四半期の財政状態について、総資産は10,301百万円となりました。これは主に連結子会社の増加に伴うのれん

の発生額2,302百万円によるものであります。今回のれんにつきましては、子会社取得に際しのれんを当初1,800百万円

と算定致しておりましたが、監査法人との精査のうえ2,302百万円に変更いたしております。のれんの発生に関する詳細

につきましては、平成19年3月15日発表の「株式会ビジネスアルファの株式取得および株式交換による完全子会社化なら

びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。負債につきましては563百万円となりまし

た。

　株主資本は9,737百万円となりました。これは主に平成19年4月2日発行の転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約

権のすべてが同月内に権利行使されたことに伴う資本金および資本剰余金の増加、さらに平成19年5月31日における株式

交換による資本剰余金の増加によるものであります。なお、当該転換社債型新株予約権付社債の発行よる資金調達額

2,700百万円は全て株式会社ビジネスアルファの完全子会社化のための財源として使用いたしております。

（キャッシュ・フローの状況）

　営業活動の結果使用した資金は、△1,416百万円となりました。

　これは主にたな卸資産400百万円および営業出資金570百万円の増加、税引前第３四半期純損失674百万円によるもの

であります。

　投資活動の結果使用した資金は、△3,568百万円となりました。

　これは主に新規連結子会社の取得による支出3,490百万円によるものであります。

　財務活動の結果得られた資金は3,053百万円となりました。

　これは主に新株予約権付社債の発行による収入2,700百万円および新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による収

入370百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成19年4月23日の決算発表時に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現在のところ変更はございません。

 

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）

　平成19年4月3日に株式会社ビジネスアルファの株式を70%取得し、同日連結子会社とし同時に同社の100％　子会社

である株式会社エーディーアンドディーも同時に連結孫会社としております。

　また、平成19年5月31日株式会社ビジネスアルファの残り30％の株式を株式交換にて取得しており同社は、同日

100％子会社となっております。

　上記にのとおり、当第３四半期におきまして２社の100%連結対象会社が増加しております。

なお、連結対象会社の減少はございません。

(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

１．有形固定資産の減価償却方法の変更

　平成19年度の法人税法改正に伴い、当連結会計年度より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産につ　きまし

ては改正後の法人税法に定める方法(新定率法)に変更しております。なお、この変更に伴う損益への影響額は軽微で

あります。

２．無形固定資産の減価償却方法の変更

　平成19年4月3日に株式会社ビジネスアルファ株式の70％取得および平成19年5月31日同社株式残り30％の株式交換に

基づく株式取得に伴う連結開始により、のれん(連結調整勘定)が発生しております。当該のれんは償却期間を15年と

し、年間償却額を各四半期連結会計期間により按分計上しております。
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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18年９月期 第３四半期末)

当四半期
(平成19年９月期 第３四半期末)

（参考）
平成18年9月期

金額（千円）
構成比
(%)

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 1,450,560  1,720,580  1,141,299

売掛金 185,750  1,963,074  1,686,144

営業投資有価証
券 

726,730  777,033  914,280

営業出資金 621,847  1,291,905  721,890

営業貸付金 2,089,332  118,601  85,992

商　品 667,005  1,050,989  650,647

前渡金 8,828  32,179  3,506

前払費用 39,570  82,066  39,570

その他流動資産 93,036  342,568  62,415

流動資産合計 5,882,662 96.2 7,378,999 71.6 5,305,744

Ⅱ　固定資産      

 １．有形固定資産      

　その他 30,679  164,298  138,136

  有形固定資産合計 30,679 0.5 164,298 1.6 138,136

 ２．無形固定資産      

  のれん －  2,400,960  －

　その他 2,469  31,525  2,138

  無形固定資産合計 2,469 0.0 2,432,486 23.6 2,138

 ３．投資その他の
　   資産 

     

　投資有価証券 60,000  160,000  560,000

　その他 138,574  165,649  138,571

  投資その他の資産
              合計

198,574 3.2 325,649 3.2 698,571

固定資産合計 231,723 3.8 2,922,434 28.4 838,846

資産合計 6,114,385 100.0 10,301,433 100.0 6,144,591
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科目

前年同四半期
(平成18年９月期 第３四半期末)

当四半期
(平成19年９月期 第３四半期末)

（参考）
平成18年9月期

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 18,625  56,088  43,336

未払金 9,601  135,973  49,134

未払法人税等 35,208  104,517  35,503

賞与引当金 2,604  5,700  2,844

その他の流動負
債 

82,119  250,431  7,276

流動負債合計 148,159 2.4 552,710 5.4 138,095

Ⅱ　固定負債      

    退職給付引当金 9,371  11,078  10,640

固定負債合計 9,371 0.2 11,078 0.1 10,640

負債合計 157,530 2.6 563,788 5.5 148,736

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 3,926,000 64.2 － － －

Ⅱ　新株式申込証拠金 18,000 0.3 － － －

Ⅲ　資本剰余金 2,272,721 37.1 － － －

Ⅳ　利益剰余金 △198,354 △3.2 － － －

Ⅴ　その他有価証券評
価差額金

△61,076 △1.0 － － －

Ⅵ　自己株式 △436 0.0 － － －

資本合計 5,956,854 97.4 － － －

負債資本合計 6,114,385 100.0 － － －
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科目

前年同四半期
(平成18年９月期 第３四半期末)

当四半期
(平成19年９月期 第３四半期末)

（参考）
平成18年9月期

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 － － 5,461,500 53.0 3,926,000

２．資本剰余金 － － 5,218,220 50.7 2,272,721

３．利益剰余金 － － △657,748 △6.4 138,055

４．自己株式 － － △486 0.0 △445

株主資本合計 － － 10,021,485 97.3 6,336,330

Ⅱ　評価・換算差額等      

　 その他有価証券評
価差額金

－ － △290,841  △358,475

評価・換算差額等
合計

－ － △290,841 △2.8 △358,475

Ⅲ　新株予約権 － － 7,000 0.0 18,000

純資産合計 － － 9,737,644 94.5 5,995,855

負債純資産合計 － － 10,301,433 100.0 6,144,591

　（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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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18年９月期 第３四半期末)

当四半期
(平成19年９月期 第３四半期末)

（参考）
平成18年9月期

金額 （千円）
構成比
(%)

金額 （千円）
構成比
(%)

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,378,856 100.0 1,768,737 100.0 3,423,655

Ⅱ　売上原価 1,201,543 87.1 1,003,787 56.7 2,781,572

売上総利益 177,312 12.9 764,950 43.2 642,082

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

362,241 26.3 895,372 50.6 502,667

営業利益 △184,928 △13.4 △130,422 △7.3 139,414

 Ⅳ　営業外収益 2,211 0.2 68,051 3.8 4,815

Ⅴ　営業外費用 90,174 6.5 32,856 1.8 90,643

経常利益 △272,891 △19.8 △95,227 △5.3 53,586

Ⅵ　特別利益 － － 558 － 197

Ⅶ　特別損失 1,250 0.1 580,003 32.8 1,250

税金等調整前四半期
（当期）純利益

△274,142 △19.9 △674,672 △38.1 52,533

法人税・住民税及び
事業税 

33,870 2.5 95,573 5.4 24,137

少数株主利益 － － 25,557 1.4 －

四半期（当期）純利
益

△308,013 △22.3 △795,803 △45.0 28,396

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成18年9月期
  第3四半期）

当四半期
（平成19年9月期
  第3四半期）

（参考）
平成18年9月期

区分 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    

税引前四半期（当期）純利益 △274,142 △674,672 52,533

減価償却費 4,374 22,679 6,664

のれん(連結調整勘定)償却額 － 38,370 －

貸倒引当金の増加額 － 9,181 －

賞与引当金の増加額（△減少額） △841 △11,294 △601

退職給付引当金の増加額（△減少額) △125 437 1,143

受取利息及び配当金 △101 △1,597 △251

支払利息 － 573 127

営業出資金の増加額 △480,428 △570,015 △580,471

営業投資有価証券評価損 － 575,090 △482,005

営業投資有価証券の増加 △181,425 29,790 △184,369

営業貸付金の増加額 △2,074,709 △32,609 △71,368

有形固定資産売却益 －  197

有形固定資産除却損 － 4,913 －

新株交付費 73,023 6,542 74,215

未収入金の減少額 △58,416 2,254 －

その他の資産の減少額（△増加額） △51,311 △143,397 △40,634

売上債権の減少額 △64,952 51,065 △1,565,346

たな卸資産の増加額 △78,107 △400,342 △61,749

仕入債務の増加額 △13,004 12,751 11,706

未払金の増加額 41,830 △29,161 39,191

その他の負債の増加額 38,703 △42,138 12,095

小計 △3,119,641 △1,151,577 △2,788,911

利息及び配当金の受取額 101 1,597 251

利息の支払額 △360 △573 △127

法人税等の支払額 △4,686 △265,617 △950

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,124,586 △1,416,170 △2,789,931
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前年同四半期
（平成18年9月期
  第3四半期）

当四半期
（平成19年9月期
  第3四半期）

（参考）
平成18年9月期

区分 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    

定期預金の預入による支出 △10,000 △6 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △310 △18,266 △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 － － －

貸付金の回収による収入 － 26,713 －

貸付けによる支出 △9,000 △87,150 △42,000

新規連結子会社の取得による支出   △180,000 △3,490,000 △180,000

その他の投資支出 － 363 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,310 △3,568,346 △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 4,650,000 370,000 4,450,000

自己株式の取得による減少 △151 △41 △160

新株予約権の発行による収入  － － 18,000

自己新株予約権の取得による支出 － △10,000 －

株式交付費用の支出 △73,023 △6,542 △74,215

社債の発行による収入 － 2,700,000 －

その他の財務支出 － 182 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,576,824 3,053,598 4,395,623

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 1,252,928 △1,930,917 763,666

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 177,632 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

－ 2,509,577 180,000

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 1,430,560 1,699,958 1,121,299

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(4）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）

 WEB情報事業
 （千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 969,550 183,580 751,478 1,904,609 △135,872 1,768,737

営業費用 1,209,701 229,051 551,674 1,990,428 △91,268 1,899,160

営業利益 △240,151 △45,471 199,804 △85,819 △44,603 △130,422

前年同四半期

 前年同四半期のセグメント情報につきましては、作成しておりませんので記載しておりません。

［所在地別セグメント情報］

当第３四半期

日本
（千円）

欧州
（千円）

米国
（千円）

アジア
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 1,707,373 148,947 18,904 29,385 1,904,609 △135,872 1,768,737

営業費用 1,744,339 185,840 23,586 36,663 1,990,428 △91,268 1,899,160

営業利益 △36,966 △36,893 △4,682 △7,278 △85,819 △44,603 △130,422

　（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．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　欧州・・・スイス　米国・・・アメリカ合衆国　アジア・・・香港等

前年同四半期

 前年同四半期のセグメント情報につきましては、作成しておりませんので記載しておりません。
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(5）部門別売上高

区分

前年同四半期
自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日

当第３四半期
自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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（％） 金額（千円） 構成比（％）

（宝飾品部門）       

宝石 24,196 1.7 11,153 0.6 29,870 0.9

時計 1,076,696 78.1 853,624 44.8 2,898,727 84.6

その他 58,555 4.2 104,773 5.5 91,692 2.7

小計 1,159,448 84.0 969,550 50.9 3,020,289 88.2

（投資部門）       

有価証券 191,051 13.9 174,443 9.1 356,546 10.4

貸出金利息 28,357 2.1 9,136 0.5 46,819 1.4

小計 219,408 16.0 183,580 9.6 403,365 11.8

（WEB情報部門)       

WEB情報 － － 751,478 39.5 － －

 小計 － － 751,478 39.5 － －

合計 1,378,856 100.0 1,904,609 100.0 3,423,655 100.0

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 以上
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