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１．平成19年７月中間期の連結業績（平成19年２月１日～平成19年７月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月中間期 6,200 △11.0 △351 － △329 － △523 －

18年７月中間期 6,969 △8.8 △120 － △111 － △576 －

19年１月期 13,719 △12.9 △462 － △514 － △1,199 －

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

円 銭 円 銭

19年７月中間期 △29.97 －

18年７月中間期 △34.01 －

19年１月期 △68.10 －

（参考）持分法投資損益 19年７月中間期 －百万円 18年７月中間期 －百万円 19年１月期 －百万円

(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７月中間期 14,341 10,334 72.0 524.53

18年７月中間期 15,082 10,005 66.3 588.20

19年１月期 15,359 10,892 70.9 551.58

（参考）自己資本 19年７月中間期 10,323百万円 18年７月中間期 10,002百万円 19年１月期 10,881百万円

(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７月中間期 △231 240 △47 2,547

18年７月中間期 △150 67 270 1,180

19年１月期 203 △83 1,473 2,586

２．配当の状況

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

19年１月期 0.00 0.00 0.00

19年10月期 0.00 －

19年10月期（予想） － 0.00 0.00

３．平成19年10月期の連結業績予想（平成19年２月１日～平成19年10月31日）

（％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 9,315 － △590 － △580 － △800 － △45.79

※　当社は、決算期を１月31日から３月31日に変更することにいたしました。この変更に伴い、移行期である今期の決算

は、平成19年２月１日から平成19年10月31日までの９ヵ月間の変則決算となっているため、売上高の対前期増減率は

記載しておりません。
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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　　－社　　　　　　　　　　　　　　　除外　　１社　（社名　㈱オプティックベリテ）

　　（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間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（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　　　　　　　　有

（注）詳細は、19ページ「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」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７月中間期 18,404,825株 18年７月中間期 18,404,825株 19年１月期 18,404,825株

②　期末自己株式数 19年７月中間期 1,584,039株 18年７月中間期 1,400,021株 19年１月期 1,396,165株

（注）１株当たり中間（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７月中間期の個別業績（平成19年２月１日～平成19年７月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月中間期 6,073 △11.2 △314 － △287 － △462 －

18年７月中間期 6,839 △9.3 △110 － △92 － △668 －

19年１月期 13,489 △13.0 △432 － △470 － △1,263 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年７月中間期 △14.04

18年７月中間期 △39.43

19年１月期 △71.74

(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７月中間期 14,249 10,292 72.2 522.69

18年７月中間期 14,938 9,881 66.2 581.11

19年１月期 15,208 10,788 70.9 546.12

（参考）自己資本 19年７月中間期 10,292百万円 18年７月中間期 9,881百万円 19年１月期 10,788百万円

２．平成19年10月期の個別業績予想（平成19年２月１日～平成19年10月31日）

（％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 9,130 － △540 － △520 － △720 － △41.21

※　当社は、決算期を１月31日から３月31日に変更することにいたしました。この変更に伴い、移行期である今期の決算

は、平成19年２月１日から平成19年10月31日までの９ヵ月間の変則決算となっているため、売上高の対前期増減率は

記載しておりません。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定要素を含ん

でおります。従いまして実際の業績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場

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

①　当中間期の経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や需要の増加による設備投資が増加し、景気は穏やか

に回復しております。また個人消費につきましても、雇用情勢の穏やかな改善に伴い、底堅く推移してまいりまし

た。 

　宝飾品小売業界におきましては、消費者の嗜好の多様化による企業間競争や貴金属地金素材価格の高止まり等によっ

て、依然として厳しい経営環境となりました。

　このような状況のもと、当社グループは、事業基盤の再構築を行い、中長期的視野に立った組織体制の整備を行っ

てまいりました。４本部制のもと、特に営業面におきましては店舗支援のための専門部署を設置し、営業力の強化を

図るとともに、マーケティング本部を設置して、消費者ニーズの把握と消費者への提案力を強化してまいりました。

　店舗面におきましては、客数の獲得の手段として、「セントラル宝飾工房」の活用に力をいれ、既存店舗の客数アッ

プに努めてまいりました。また、不採算店10店舗の撤収を行い、効率化を図ってまいりました。

　商品面におきましては、商品のセントラルバイイング化による利益率向上のための地固めとして、滞留在庫の処分

セールを行い、在庫の鮮度アップを図ったこと等により利益率が低下いたしました。

　また、当期よりポイント引当金の計上を行うこととなったため、過年度に発生したポイントに対応する金額を特別

損失に「過年度ポイント引当金繰入額」として116百万円計上いたしました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は6,200百万円（前期比11.0％減）、営業損失351百万円（前期は120百万

円の営業損失）、経常損失329百万円（前期は111百万円の経常損失）、中間純損失523百万円（前期は576百万円の中

間純損失）となりました。

②　通期の見通し

　下半期におきましても、企業間競争は厳しく、貴金属地金素材価格の上昇による影響も予想されますが、オリジナ

ル商品の新アイテムの投入や新価格帯の商品投入により商品ラインナップの強化を図ってまいります。

　以上により、通期の連結業績の見通しといたしましては、売上高は9,315百万円、営業損失590百万円、経常損失580

百万円、当期純損失800百万円を見込んでおります。

※　平成19年10月期は決算期変更のため９ヶ月決算となりますので前期比は記載を省略しております。

(2）財政状態に関する分析

（資産）

　当中間連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比べ765百万円減少し、9,436百万円となりました。これ

は主に、たな卸資産が550百万円及び受取手形及び売掛金が203百万円減少したことによるものであります。

　当中間連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末と比べ252百万円減少し、4,905百万円となりました。これ

は主に、敷金・差入保証金が294百万円減少したことによるものであります。

（負債）

　当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度と比べ460百万円減少し、4,006百万円となりました。これは

主に、支払手形及び買掛金が470百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

　当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度と比べ557百万円減少し、10,334百万円となりました。これは主

に、中間純損失523百万円の計上によるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計

年度末に比べ39百万円（△1.5％）減少し、2,547百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は231百万円であり、前中間連結会計期間と比べ81百万円の

支出増となりました。これは主に、前中間連結会計期間と比較し、たな卸資産の増減によるキャッシュ・フローが411

百万円及び仕入債務の増減によるキャッシュ・フローが468百万円増加したものの、税金等調整前中間純損失が187百

万円増加し、売上債権の増減によるキャッシュ・フローが655百万円減少したこと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）

　当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は240百万円であり、前中間連結会計期間と比べ172百万円

の収入増となりました。これは主に、前中間連結会計期間と比較し、投資有価証券の取得による支出が115百万円増加

したものの、敷金・差入保証金の回収による収入が155百万円増加し、保険積立金の満期等による収入140百万円によ

るものであります。

㈱ベリテ(9904)　平成 19 年 10 月期中間決算短信

－ 3 －



（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は47百万円であり、前中間連結会計期間と比べ318百万円の

収入減となりました。これは主に、前中間連結会計期間と比較し、短期借入金の純増減額が300百万円減少し、自己株

式の取得による支出49百万円によるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。

平成18年１月期 平成19年１月期 平成19年７月期

期末 期末 中間

自己資本比率 65.5％ 70.9％ 72.0％

時価ベースの自己資本比率 41.1％ 30.3％ 29.8％

債務償還年数 － 2.5年 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 34.7 －

（注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※平成18年１月期期末及び平成19年７月期中間は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及び

インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置づけております。安定的な配当の維持並び

に将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮し、判断・決定していくこととしてお

ります。

　当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配を予定しております。

(4）事業等のリスク

 　当社グループの事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりであり

ます。

（賃借した建物の継続的使用について）

　当社グループは、新規出店の際に賃貸借契約書を法人または個人と締結いたします。当該法人または個人が破綻等

の危機に陥り、契約の継続が困難になった場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（出店保証金の回収について）

　当社グループは、新規出店の際に営業保証金、敷金を法人または個人に支払う場合があります。当該法人または個

人が破綻等の危機に陥ることによって営業保証金、敷金の回収が困難になった場合には当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

（人材の確保・育成について）

　当社グループは、新規出店等に伴う人材の確保・育成については、採用を適時行うとともに、従業員教育の専門部

署による教育を行っております。しかしながら優秀な販売員の育成には時間がかかるため、店舗要員の確保の面にお

いて当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。

（個人情報の管理について）

　当社グループにおいては、グループ各社の顧客情報をそれぞれの会社ごとに管理しており、それぞれ情報管理責任

者を設置して別個に情報管理をおこなっておりますが、何らかの予想外の原因により情報が流出した場合には、当社

グループに対する社会的信用を失うことになり、業績に影響を与える可能性があります。

（災害等の発生による影響について）

　当社グループは、国内において店舗または事務所の施設を保有しており、これらの施設が災害や犯罪等の発生によ

る被害を被る可能性があり、その程度によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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（情報システムの障害について）

　当社グループは、店舗及び事務所においてＶＰＮ（バーチャル・プライベート・ネットワーク）を構築し、業務に

利用しておりますが、これらの施設のネットワーク障害や災害による機器の破損などの被害を被る可能性があり、そ

の程度によっては業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

（リボルビング・クレジット・ファシリティ契約における財務制限条項への抵触に伴うリスク）

　当社グループは、平成17年９月22日付で株式会社みずほ銀行をエージェントとするリボルビング・クレジット・ファ

シリティ契約（平成19年６月29日付で一部変更）を締結し、平成19年７月末現在、500百万円の借入残高があります。

この契約には各年度における連結の純資産の維持を確約する財務制限条項が付されており、それに抵触した場合には

貸主の請求により借主は本契約にかかる一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなけ

ればならないこととなっております。

　同条項が適用されますと、当社グループは期限の利益を喪失し、借入金を一括弁済することとなっており、今後の

業績、財務状態の推移によっては、当社グループの財務状況、経営に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

　企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社４社で構成され、これらの主要な事業内容及び当

社と連結子会社の当該事業における位置づけは、次のとおりであります。

　（宝飾品関連事業）

　　当社は宝飾品の小売販売を行っております。また、株式会社ジュエリーシノン及び株式会社ＧＢに対して当社商品

の卸売を行い、それを同社は小売販売をしております。

　（その他の事業）

保　　　　険：株式会社サンジュエルは、損害保険代理業を営んでおり、当社、株式会社ジュエリーシノン、株式

会社ＧＢ及び一般顧客に対して損害保険商品の販売を行っております。

物流サービス：株式会社ソバックは、当社、株式会社ジュエリーシノン及び株式会社ＧＢに対して物流サービスの

提供を行っております。

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

 

小売販売 

小売販売 

小売販売 

損保商品の販売 

損保商品の
販売 

物流サービス
の提供 一

般

顧

客 

（
連
結
子
会
社
） 

株

式

会

社

ソ

バ

ッ

ク 

（連結子会社） 
株式会社ジュエリーシノン 

（当社） 
株式会社ベリテ 

（連結子会社） 
株式会社ＧＢ 

卸 売 

（
連
結
子
会
社
） 

株
式
会
社
サ
ン
ジ
ュ
エ
ル 

卸 売 

(注）図の内容は平成19年７月31日現在の状況であります。

　なお、最近の有価証券報告書（平成19年４月20日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、「関

係会社の状況」の開示を省略します。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、お客様第一主義を基本として、宝飾品（ジュエリー）を通して美しさと夢と感動を演出し、人の

心に豊かさと楽しさを提供することを目指し、常に誠実さを持って事業をすすめてまいりました。

宝飾品の普及を背景として、多くの人々に日常生活の中で身近な装身具として楽しんでいただけるように、日本各

地に店舗網を拡大し、人々が集まるショッピングセンターに明るくて気軽に入りやすい店づくりをすすめてまいりま

した。商品及び販売面におきましては、オリジナル商品の開発をすすめて、わかりやすい品質の表示を行い、割引に

よる安さを訴求するのではなく、常にワンプライスで提供しております。またリフォームによるサービスの充実をは

かるため、宝飾工房部門を設置し、お客様のニーズに合った商品の提供するなど、お客様から高い評価と信頼をいた

だける宝飾専門店店舗網作りを目指しております。

また、株主各位、投資家及び従業員などすべての会社にかかわる人々に満足を感じてもらえる企業づくりに努力し

てまいります。

(2）目標とする経営指標

当社グループの経営指標といたしましては、収益性確保を重要課題と考え、売上高経常利益率５％超を目指してお

ります。

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

当社グループといたしましては企業体質の改善を最重要課題と考え、中期経営方針として　①収益体質への転換　

②成長への転換　③改革に向けた体制整備を掲げ、業績の回復に努めてまいります。

①収益体制への転換

店舗への商品供給体制を本部集中とするセントラルバイイング体制にすることによって、粗利益率のアップを図る

とともに商品の効率的な供給を行ってまいります。

②成長への転換

市場の成熟とジュエリーに対する嗜好の変化と多様化に対応するために新規の業態を開発推進してまいります。フ

ランス・パリのソシエテ・デュ・フィガロ（フィガロ社）とライセンス契約を締結後、FIGARO par vérité（フィガ

ロ・パー・ベリテ）のダブルネームブランドとしてジュエリーを提供してゆくことを目的とした、旗艦店第１号を平

成19年９月７日、表参道にオープンいたしました。今後は、都心エリアを中心に、有名百貨店やファッションビル等

にも出店し、平成21年度を目処として、全国に15店舗程度の出店を計画しております。

③改革に向けた体制整備

ベリテの抜本的改革活動を行っていくための組織体制の整備を行い、戦略部門の機能強化を図ってまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成19年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年１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 1,237 2,791 2,936

２　受取手形及び売掛金  2,568 1,596 1,799

３　有価証券  153 153 153

４　たな卸資産 ＊２ 5,051 4,021 4,571

５　その他 874 901 767

　　貸倒引当金 △20 △28 △26

流動資産合計 9,864 65.4 9,436 65.8 10,201 66.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ＊１  401 2.7  451 3.2 426 2.8

２　無形固定資産   75 0.5  101 0.7  100 0.6

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券  1,014  1,127  991

(2）敷金・差入保証
金

3,219 2,863 3,157

(3）その他  519 371 491

 (4) 貸倒引当金 △13 4,740 31.4 △9 4,352 30.3 △9 4,631 30.2

固定資産合計 5,217 34.6 4,905 34.2 5,157 33.6

資産合計 15,082 100.0 14,341 100.0 15,359 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金  3,051 2,352 2,823

２　短期借入金 ＊４ 800 500 500

３　賞与引当金 210 213 188

４　返品調整引当金 59 49 49

５　その他 666 609 615

流動負債合計 4,787 31.8 3,725 26.0 4,177 27.2

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 61 - 13

２　役員退職慰労引当金 90 18 80

３　ポイント引当金 - 127 -

４　その他 136 134 196

固定負債合計 288 1.9 281 1.9 290 1.9

負債合計 5,076 33.7 4,006 27.9 4,467 29.1
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前中間連結会計期間末

（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成19年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年１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 3,022 20.0 3,772 26.3 3,772 24.6

 ２　資本剰余金 3,673 24.4 4,423 30.9 4,423 28.8

 ３　利益剰余金 3,545 23.5 2,399 16.7 2,922 19.0

 ４　自己株式 △278 △1.8 △324 △2.3 △277 △1.8

 　株主資本合計 9,963 66.1 10,270 71.6 10,841 70.6

Ⅱ　評価・換算差額等       

 １　その他有価証券評価
差額金

39 0.2 52 0.4 40 0.2

 　評価・換算差額等合計 39 0.2 52 0.4 40 0.2

Ⅲ　少数株主持分 3 0.0 11 0.1 10 0.1

 　　純資産合計 10,005 66.3 10,334 72.1 10,892 70.9

 　　負債純資産合計 15,082 100.0 14,341 100.0 15,359 100.0
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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18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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 6,969 100.0 6,200 100.0 13,719 100.0

Ⅱ　売上原価 3,368 48.3 3,133 50.5 6,647 48.4

売上総利益 3,601 51.7 3,067 49.5 7,072 51.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１ 3,722 53.4 3,418 55.2 7,534 55.0

営業損失 120 △1.7 351 △5.7 462 △3.4

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 4 - 6

２　受取賃貸料 5 5 10

３　受取手数料 9 21 13

４　保険差益 - 6 -

５　店舗改装補償金 3 - 3

６　その他 6 28 0.4 12 46 0.8 58 93 0.7

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 2 3 5

２　たな卸資産処分損 2 3 107

３　コミットメント
フィー

4 6 8

４　投資事業組合等投資
損失

5 - 3

５　その他 3 19 0.3 12 24 0.4 19 145 1.0

経常損失 111 △1.6 329 △5.3 514 △3.7

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 9 29 38

２　関係会社株式売却益 4 14 0.2 - 29 0.5 4 43 0.3

Ⅶ　特別損失

１　過年度ポイント引当
金繰入額

- 116 -

２　店舗撤退損 - 19 59

３　減損損失 ＊２ 198 49 304

４　その他 7 205 3.0 - 190 3.1 61 425 3.1

税金等調整前中間
（当期）純損失

303 △4.4 490 △7.9 895 △6.5

法人税、住民税及
び事業税

33 32 64

法人税等調整額 241 274 3.9 △0 32 0.5 241 305 2.2

少数株主損益
（△：損失）

△1 △0.0 0 0.0 △2 △0.0

中間（当期）純損
失

576 △8.3 523 △8.4 1,199 △8.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

（百万円）

株主資本  評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
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1月31日　残高 3,022 3,673 4,172 △298 10,570 63 63 5 10,639

中間連結会計期間中の変

動額

剰余金の配当（注)   △50  △50  －  △50

役員賞与（注）   △0  △0  －  △0

中間純損失   △576  △576  －  △576

自己株式の取得    △0 △0  －  △0

自己株式の処分  △0  21 21  －  21

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）

     △24 △24 △2 △26

中間連結会計期間中の変

動額合計
－ △0 △627 20 △606 △24 △24 △2 △633

平成18年7月31日　残高 3,022 3,673 3,545 △278 9,963 39 39 3 10,005

 （注）平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

（百万円）

株主資本  評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
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19年1月31日　残高 3,772 4,423 2,922 △277 10,841 40 40 10 10,892

中間連結会計期間中の変

動額

中間純損失   △523  △523  －  △523

自己株式の取得    △49 △49  －  △49

自己株式の処分  △0  1 1  －  1

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）

     12 12 0 13

中間連結会計期間中の変

動額合計
－ △0 △523 △47 △571 12 12 0 △557

平成19年7月31日　残高 3,772 4,423 2,399 △324 10,270 52 52 11 10,334
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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２月１日　至　平成19年１月31日）

（百万円）

株主資本  評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
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1月31日　残高 3,022 3,673 4,172 △298 10,570 63 63 5 10,639

連結会計年度中の変動額

新株の発行 750 750   1,500  －  1,500

剰余金の配当（注）   △50  △50  －  △50

役員賞与（注）   △0  △0  －  △0

当期純損失   △1,199  △1,199  －  △1,199

自己株式の取得    △1 △1  －  △1

自己株式の処分  △0  22 22  －  22

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額）

     △22 △22 4 △18

連結会計年度中の変動額

合計
750 749 △1,249 21 271 △22 △22 4 253

平成19年1月31日　残高 3,772 4,423 2,922 △277 10,841 40 40 10 10,892

 （注）平成18年４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) 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18年２月１日
至　平成18年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31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18年２月１日
至　平成19年１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

△303 △490 △895

減価償却費 23 35 52

減損損失 198 49 304

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

13 - 16

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△44 - △93

役員退職慰労引当金の増減
額（減少：△）

△20 △61 △30

ポイント引当金の増減額
（減少：△） 

- 127 -

投資有価証券売却益 △9 △29 △38

売上債権の増減額（増加：
△）

859 203 1,627

たな卸資産の増減額（増
加：△）

138 550 618

仕入債務の増減額（減少：
△）

△939 △470 △1,167

その他 22 △112 △98

小計 △61 △198 294

法人税等の支払額 △69 △65 △73

その他 △19 31 △17

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△150 △231 203

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 △116 △413 △502

定期預金の払戻による収入 98 506 190

有形固定資産の取得による
支出

△19 △83 △84

投資有価証券の取得による
支出

△332 △447 △453

投資有価証券の売却による
収入

267 284 574
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前中間連結会計期間

(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31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18年２月１日
至　平成19年１月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

敷金・差入保証金の差入に
よる支出

△19 △72 △49

敷金・差入保証金の回収に
よる収入

184 339 270

保険積立金の満期等による
収入 

－ 140 -

その他 5 △13 △30

投資活動によるキャッシュ・
フロー

67 240 △83

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増減額（減
少：△） 

300 - -

自己株式の取得による支
出 

- △49 -

自己株式の処分による収入 21 1 22

配当金の支払額 △49 - △50

その他 0 0 1,501

財務活動によるキャッシュ・
フロー

270 △47 1,473

 Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

187 △39 1,593

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

983 2,586 983

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額

10 - 10

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

 1,180 2,547 2,586
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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18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．連結の範囲に関する事項 当社の子会社は、株式会社サン

ジュエル、株式会社オプティックベ

リテ、株式会社ジュエリーシノン、

株式会社ＧＢ、株式会社ソバックの

５社であり、すべての子会社を連結

の範囲に含めております。

 上記のうち、株式会社ソバックに

ついては、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したため連結の範囲

に含めております。

 なお、株式会社オプティックベリ

テについては、平成18年６月に保有

株式を売却しておりますが、同社株

式のみなし売却日が当中間連結会計

期間末であることから、連結損益計

算書には、同社の損益が含まれてお

ります。

当社の子会社は、株式会社サン

ジュエル、株式会社ジュエリーシノ

ン、株式会社ＧＢ、株式会社ソバッ

クの４社であり、すべての子会社を

連結の範囲に含めております。

当社の子会社は、株式会社サン

ジュエル、株式会社オプティックベ

リテ、株式会社ジュエリーシノン、

株式会社ＧＢ、株式会社ソバックの

５社であり、すべての子会社を連結

の範囲に含めております。

 上記のうち、株式会社ソバックに

ついては、当連結会計年度において

新たに設立したため連結の範囲に含

めております。

 なお、株式会社オプティックベリ

テについては、平成18年６月に保有

株式を売却しておりますが、同社株

式のみなし売却日が平成18年７月31

日であることから、連結損益計算書

には、同社の損益が含まれておりま

す。

 

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同　　　　左 同　　　　左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同　　　　左 連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

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　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　　　左 

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております）

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によって

おります。 

時価のないもの

同　　　　　左 

時価のないもの

同　　　　　左 

②　たな卸資産

イ．商　品

個別法による原価法

一部商品（部材）につい

ては総平均法による原価法

但し、金地金については

個別法による低価法

②　たな卸資産

イ．商　品

同　　　　左

②　たな卸資産

イ．商　品

同　　　　左

ロ．貯蔵品

最終仕入原価法

ロ．貯蔵品

同　　　　左

ロ．貯蔵品

同　　　　左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法（ただし、平成10

年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）につい

ては定額法）を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。

建物及び構築物

３年～39年

工具器具及び備品

３年～20年

①　有形固定資産

同　　　　左

①　有形固定資産

同　　　　左

 ②　無形固定資産

定額法 

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）

に基づく定額法

②　無形固定資産

同　　　　左

②　無形固定資産

同　　　　左

(3) 繰延資産の処理方法 ―――――― ―――――― 株式交付費は、支出時に全額費用

処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備

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。

①　貸倒引当金

同　　　　左

①　貸倒引当金

同　　　　左

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に充て

るため、支給見込額に基づき

計上しております。

②　賞与引当金

同　　　　左

②　賞与引当金

同　　　　左

③　返品調整引当金

宝飾品については、売上済

商品の期末日後の返品損失に

備えるため、過去の経験率に

基づき計上しております。

③　返品調整引当金

同　　　　左

③　返品調整引当金

同　　　　左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

③ ポイント引当金

――――――

③ ポイント引当金

ポイントカード制度により顧

客に付与したポイントの使用に

よる費用負担に備えるため、当

中間連結会計期間末において将

来使用されると見込まれる額を

計上しております。

（会計処理方法の変更）

　従来、ポイントカード制度に

より付与したポイントについて

は、ポイント使用時に売上高の

控除として計上しておりました

が、現行のポイントカード導入

年度より合理的に見積もること

に必要な年数が相当年度経過し、

当中間連結会計期間末より有効

ポイント残高及び将来の使用割

合を過去の経験率等により合理

的に見積もれるようになったた

め、財務内容の健全化と期間損

益の一層の適正化を目的として

ポイント引当金を計上するとと

もに、ポイントカード制度に基

づくポイント付与が販売促進に

有効であることが明らかになっ

たことにより、ポイント付与時

に販売費及び一般管理費として

計上することと致しました。

　この変更に伴い、当中間連結

会計期間に発生したポイントに

対応する金額を販売費及び一般

管理費に「ポイント引当金繰入

額」として38百万円計上し、過

年度に発生したポイントに対応

する金額を特別損失に「過年度

ポイント引当金繰入額」として

116百万円計上しております。

　この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、売上高及び

売上総利益が27百万円増加し、

営業損失及び経常損失が10百万

円、税金等調整前中間純損失が

127百万円増加しております。

③ ポイント引当金

――――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理

しております。

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。

④　退職給付引当金

同　　　　左

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。

過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理

しております。

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。

⑤　役員退職慰労引当金

親会社の役員の退職金の支

給に充てるため、内規に基づ

く必要額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

役員の退職金の支給に充て

るため、内規に基づく必要額

を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同　　　　左

(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

会計処理によっております。

同　　　　左 同　　　　左

(6) その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

①　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。

①　消費税等の会計処理

同　　　　左

①　消費税等の会計処理

同　　　　左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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か月以内に

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18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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

り税金等調整前中間純損失が198百万円増

加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。

―――――― （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

り税金等調整前当期純損失が304百万円増

加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。

   

（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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

10,002百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、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、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。

―――――― （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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

10,881百万円であります。

　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。

   

―――――― （有形固定資産の減価償却方法）

法人税法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　法律第

６号）及び（法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。

――――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

（中間連結貸借対照表関係） （中間連結貸借対照表関係）

１．前中間連結会計期間において流動資産の「その他」に

含めていた「有価証券」は資産総額の100分の１を超え

たため、当中間連結会計期間より区分掲記することとい

たしました。なお、前連結会計期間の流動資産の「その

他」に含まれている「有価証券」は162百万円でありま

す。

          　　 ―――――――

 （中間連結損益計算書関係）  （中間連結損益計算書関係）

１．前中間連結会計期間において、区分掲記しておりまし

た「受取配当金」（当中間連結会計期間１百万円）は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当中

間連結会計期間より、営業外収益の「その他」に含めて

表示することに変更いたしました。

１．前中間連結会計期間において、区分掲記しておりまし

た「受取利息」（当中間連結会計期間３百万円）は、営

業外収益の総額の100分の10以下となったため、当中間

連結会計期間より、営業外収益の「その他」に含めて表

示することに変更いたしました。

２．前中間連結会計期間において、営業外費用の「その

他」に含めていた「支払利息」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より、区

分掲記することといたしました。なお、前中間連結会計

期間の営業外費用の「その他」に含まれている「支払利

息」は１百万円であります。

３．前中間連結会計期間において、区分掲記しておりまし

た「固定資産除却損」（当中間連結会計期間３百万円）

は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当

中間連結会計期間より、特別損失の「その他」に含めて

表示することに変更いたしました。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの小計より上の区分の「その他」に含めて

いた「貸倒引当金の増減額」及び「役員退職慰労引当金

の増減額」は重要性が増したため、当中間連結会計期間

より区分掲記することといたしました。なお、前中間連

結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの小計

より上の区分の「その他」に含まれている「貸倒引当金

の増減額」は０百万円、「役員退職慰労引当金の増減

額」は△９百万円であります。

１．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「貸倒引当金の増減額」（当中間連結会計期間１百万

円）及び「退職給付引当金の増減額」（当中間連結会計

期間△13百万円）は、重要性が乏しくなったため、当中

間連結会計期間より、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの小計より上の区分の「その他」に含めて表示する

ことに変更いたしました。

２．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました、

「法人税等の還付額」（当中間連結会計期間４百万円）

は、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間よ

り、営業活動によるキャッシュ・フローの小計より下の

区分の「その他」に含めて表示することに変更いたしま

した。

２．前中間連結会計期間において、財務活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めていた「自己株式の取

得による支出」は、重要性が増したため、当中間連結会

計期間より区分掲記することといたしました。なお、前

中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含まれている「自己株式の取得による支

出」は△０百万円であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

３．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「無形固定資産の取得による支出」（当中間連結会計期

間△６百万円）は、重要性が乏しくなったため、当中間

連結会計期間より、投資活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。

４．財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入れに

よる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、前

中間連結会計期間までは総額で表示しておりましたが、

当中間連結会計期間より純額で表示しております。なお、

当中間連結会計期間の「短期借入れによる収入」は5,300

百万円、「短期借入金の返済による支出」は5,000百万

円であります。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

────── ────── ──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

＊１　有形固定資産の減価償却累計は、344百

万円であります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計は、 295

百万円であります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は、313

百万円であります。

＊２　受託商品残高

この他に受託商品残高（仕入先との

約定による預り商品）

      1,126百万円

＊２　受託商品残高

この他に受託商品残高（仕入先との

約定による預り商品）

             975百万円

＊２　受託商品残高

この他に受託商品残高（仕入先との

約定による預り商品）

861百万円

＊３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

＊３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

＊３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

現金及び預金   50百万円

  

現金及び預金   50百万円

  

現金及び預金   50百万円

  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

銀行保証   50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

  

銀行保証   50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

  

銀行保証   50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

  

＊４　　　　　────── ＊４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、平成17年９月22日付で株式会社

みずほ銀行をエージェントとするリボル

ビング・クレジット・ファシリティ契約

を締結いたしました。その内容は、次の

とおりであります。なお、財務制限条項

（平成19年６月29日付で一部変更）に抵

触した場合は、本契約にかかる一切の債

務について期限の利益を喪失し、直ちに

これらの債務を弁済しなければならない

ことが定められています。　

リボルビング・クレジット・ファシリティ

契約に係る借入未実行残高は、次のとおり

であります。

　総借入極度額 2,000百万円

　借入実行残高 500　〃

　差引額 1,500　〃

財務制限条項

　借入人は、本契約締結日以降の各決算期

の末日において、以下の条件（連結ベース）

を充足することを確約する。

　貸借対照表の従来の「資本の部」に相当

する金額を平成17年１月決算期末日におけ

る貸借対照表の資本の部の金額の80％以上

に維持すること。

＊４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、平成17年９月22日付で株式会社

みずほ銀行をエージェントとするリボル

ビング・クレジット・ファシリティ契約

を締結いたしました。その内容は、次の

とおりであります。なお、財務制限条項

に抵触した場合は、本契約にかかる一切

の債務について期限の利益を喪失し、直

ちにこれらの債務を弁済しなければなら

ないことが定められています。　

リボルビング・クレジット・ファシリティ

契約に係る借入未実行残高は、次のとおり

であります。

　総借入極度額 2,000百万円

　借入実行残高 500　〃

　差引額 1,500　〃

財務制限条項

　借入人は、本契約締結日以降の各決算期

の末日において、以下の各号の条件（連結

ベース）を充足することを確約する。

①　貸借対照表の従来の「資本の部」に相

当する金額を平成17年１月決算期末日にお

ける貸借対照表の資本の部の金額の80％以

上に維持すること。

②　損益計算書上の経常損益につき、２期

連続して損失を計上しないこと。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

＊１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

＊１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

＊１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

給料・手当  1,299百万円

地代家賃 750　〃

賞与引当金繰入

額
210　〃

給料・手当    1,203百万円

地代家賃 661　〃

賞与引当金繰入

額
　213　〃

ポイント引当金

繰入額
　38　〃

給料・手当    2,543百万円

地代家賃 1,508　〃

賞与引当金繰入

額
188　〃

＊２　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

宝飾店舗

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

建設仮勘定

無形固定資産

長期前払費用

リース資産

東北地区 9

関東地区 96

中部地区 34

近畿地区 14

中国地区 10

四国地区 1

九州地区 0

その他 31

合計 198

減損損失の金額

建物附属設備 26百万円

器具備品 25  〃

建設仮勘定 4  〃

無形固定資産 0　〃

長期前払費用 15  〃

リース資産 125　〃

合計 198　〃

 

   　当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として店舗を基本単位

としてグルーピングしております。店舗

については、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスとなる見込みであるた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に

計上いたしました。

　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ま

すが、売却可能性が見込めないため、零

としております。

＊２　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

宝飾店舗

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

長期前払費用

リース資産

関東地区 　 26

中国地区 　 0

その他 　 22

合計 　 49

減損損失の金額

建物附属設備   15百万円

器具備品 　13  〃

長期前払費用 6  〃

リース資産 　 13　〃

合計 49　〃

 

   　当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として店舗を基本単位

としてグルーピングしております。店舗

については、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスとなる見込みであるた

め、または、取締役会において退店の決

議がなされたため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上いたしました。

　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ま

すが、売却可能性が見込めないため、零

としております。

＊２　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

失を計上いたしました。

宝飾店舗

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

建設仮勘定

無形固定資産

長期前払費用

リース資産

東北地区 13

関東地区 137

中部地区 49

近畿地区 28

中国地区 11

四国地区 1

九州地区 0

その他 60

合計 　 304

減損損失の金額

建物附属設備   32百万円

器具備品 　38  〃

建設仮勘定  4  〃

無形固定資産  0　〃

長期前払費用 　21  〃

リース資産 　 207　〃

合計 　 304　〃

 

   　当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として店舗を基本単位

としてグルーピングしております。店舗

については、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスとなる見込みであるた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に

計上いたしました。

　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ま

すが、売却可能性が見込めないため、零

としております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

１．発行済株式数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（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）

発行済株式数     

　　普通株式 18,404 － － 18,404

合計 18,404 － － 18,404

自己株式     

　　普通株式（注） 1,506 2 109 1,400

合計 1,506 2 109 1,400

　（注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２.　普通株式の自己株式の株式数の減少109千株は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による

減少であります。

 

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

平成18年４月20日

定時株主総会
普通株式 50 ３ 平成18年１月31日 平成18年４月21日

 

当中間連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

１．発行済株式数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（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）

発行済株式数     

　　普通株式 18,404 － － 18,404

　　Ａ種優先株式（注）１ 375 － － 375

　　Ｂ種優先株式（注）１ 125 － － 125

　　Ｃ種優先株式（注）１ 125 － － 125

合計 19,029 － － 19,029

自己株式     

　　普通株式（注）２ 1,396 196 9 1,584

合計 1,396 196 9 1,584

　（注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加196千株は、市場買付による取得193千株及び単元未満株式の買取に

よる増加3千株であります。

２.　普通株式の自己株式の株式数の減少９千株は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による

減少であります。

 

２．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳 目的となる株式の種類
当中間連結会計期間末残高

（百万円）

 提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 普通株式 31

 合計 31

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

        該当事項はありません。

㈱ベリテ(9904)　平成 19 年 10 月期中間決算短信

－ 24 －



前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．発行済株式数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（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式数     

　　普通株式 18,404 － － 18,404

　　Ａ種優先株式（注）１ － 375 － 375

　　Ｂ種優先株式（注）１ － 125 － 125

　　Ｃ種優先株式（注）１ － 125 － 125

合計 18,404 625 － 19,029

自己株式     

　　普通株式（注）２，３ 1,506 4 115 1,396

合計 1,506 4 115 1,396

　（注）１.　Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の発行済株式総数の増加625千株は、第三者割当による新

株の発行による増加であります。

２.　普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

３.　普通株式の自己株式の株式数の減少115千株は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による

減少であります。

 

２．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳 目的となる株式の種類
当連結会計年度末残高　

（百万円）

 提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 普通株式 33

 合計 33

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

平成18年４月20日

定時株主総会
普通株式 50 ３ 平成18年１月31日 平成18年４月21日

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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

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

（平成18年７月31日現在） （平成19年７月31日現在） （平成19年１月31日現在）

現金及び預金勘定      1,237百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△ 210　〃

取得日から３か月以内に償

還期限の到来する短期投資

（有価証券）

153　〃

現金及び現金同等物     1,180　〃

現金及び預金勘定      2,791百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
　 △ 398　〃

取得日から３か月以内に償

還期限の到来する短期投資

（有価証券）

　 153　〃

現金及び現金同等物      2,547　〃

現金及び預金勘定      2,936百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
　△ 503　〃

取得日から３か月以内に償

還期限の到来する短期投資

（有価証券）

　 153　〃

現金及び現金同等物      2,586　〃
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

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

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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固
定資産

1,040 416 104 519

無形固
定資産

271 132 － 138

合計 1,311 549 104 657

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固
定資産

983 499 118 364

無形固
定資産

216 129 － 86

合計 1,199 629 118 451

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

有形固
定資産

1,041 438 162 440

無形固
定資産

273 161 － 112

合計 1,315 599 162 552

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料中間期末残高相当

額等

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内    248百万円

 １年超 522　〃

合計 771　〃

リース資産減損

勘定の残高
105　〃

未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内    225百万円

 １年超 　 354　〃

合計 　 580　〃

リース資産減損

勘定の残高
　 95　〃

未経過リース料期末残高相当

額

 １年内    247百万円

 １年超 　 478　〃

合計 　 725　〃

リース資産減損

勘定の残高
　 164　〃

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料  134百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
20　〃

減価償却費相当額 110　〃

支払利息相当額 6　〃

減損損失 125　〃

支払リース料  133百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
　82　〃

減価償却費相当額 127　〃

支払利息相当額    5　〃

減損損失 　13　〃

支払リース料  280百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
　43　〃

減価償却費相当額 268　〃

支払利息相当額  13　〃

減損損失 207　〃

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

同　　　　左 同　　　　左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

同　　　　左 同　　　　左
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（有価証券関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間末（平成18年７月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
中間連結貸借対照表計
上額

差額

(1) 株式 79百万円 112百万円 32百万円

(2) その他 717　〃 750　〃 32　〃

計 797　〃 862　〃 65　〃

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

　非上場公社債投資信託 153百万円

　非上場株式 57　〃

  投資事業組合等への出資 94　〃

Ⅱ　当中間連結会計期間末（平成19年７月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
中間連結貸借対照表計
上額

差額

(1) 株式 　59百万円 　 80百万円 　20百万円

(2) その他 　 899　〃 　 968　〃 68　〃

計 　 959　〃 1,048　〃 　88　〃

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

　非上場公社債投資信託 　 153百万円

　非上場株式 　2　〃

  投資事業組合等への出資 　76　〃

Ⅲ　前連結会計年度末（平成19年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

(1) 株式 　65百万円 　92百万円 　27百万円

(2) その他 　 717　〃 　 758　〃 　40　〃

計 　 782　〃 　 850　〃 　 67　〃

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

(1) その他有価証券

　非上場株式 　57百万円

　非上場公社債投資信託 　 153　〃

　投資事業組合等への出資 　 83　〃
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（デリバティブ取引関係）

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいてもデリ

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。

（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18年２月１日　至　平成18年７月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

２月１日　至　平成19年７月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める「宝飾品関連事業」の割合が、いずれも90％を超

えているため、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

２月1日　至　平成19年７月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　連結会社が本邦以外の国又は地域に存在しないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

２月1日　至　平成19年７月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　連結会社の本邦以外の国又は地域における売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額  588円20銭

１株当たり中間純損失金額 34円01銭

１株当たり純資産額  524円53銭

１株当たり中間純損失金額 29円97銭

１株当たり純資産額 551円58銭

１株当たり当期純損失金額68円10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。

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。

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。

　（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18年２月１日
至　平成18年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

中間（当期）純損失

（百万円）
576 523 1,199

普通株主及び普通株主と同等の株主に

に帰属しない金額（百万円）
－ － －

普通株式及び普通株式と同等の株式に

係る中間（当期）純損失（百万円）
576 523 1,199

普通株式及び普通株式と同等の株式の

期中平均株式数の種類別内訳（株）
   

　普通株式 16,957,736 16,846,165 16,982,315

　Ａ種優先株式 － 375,000 375,000

　Ｂ種優先株式 － 125,000 125,000

　Ｃ種優先株式 － 125,000 125,000

普通株式及び普通株式と同等の株式の

期中平均株式数（株）
16,957,736 17,471,165 17,607,315

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）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

（新株予約権方式）

普通株式　174千株

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

（新株予約権方式）

普通株式　　 159千株

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

（新株予約権方式）

普通株式　　 168千株
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　連結財務諸表提出会社は、平成18年

10月６日開催の取締役会において、平

成18年12月に本社を神奈川県横浜市に

移転することを決議致しました。これ

に伴うオフィス移設、オフィスの原状

回復工事、従来の設備の除却等の発生

が見込まれるため、本社移転費用とし

て特別損失57百万円の計上を見込んで

おります。

―――――― 　連結財務諸表提出会社は、平成19年

２月23日開催の取締役会においてソシ

エテ・デュ・フィガロ（フィガロ社）

との間でジュエリーに関する「ライセ

ンス契約」について決議し、同日、同

契約を締結いたしました。この「ライ

センス契約」の締結は、出店力強化を

図るため、新ブランドの商品をFIGARO 

par vérité（フィガロ・パー・ベリ

テ）というダブルネームのブランドと

して展開することを目的としておりま

す。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年１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 ＊２ 1,115 2,664 2,793

２　受取手形  1,722 774 1,131

３　売掛金 922 846 802

４　たな卸資産 4,914 3,899 4,405

５　その他 1,167 1,262 1,056

貸倒引当金 △129 △167 △165

流動資産合計 9,712 65.0 9,281 65.1 10,023 65.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ＊１ 396 2.7 448 3.2 421 2.8

２　無形固定資産 75 0.5 91 0.6 88 0.6

３　投資その他の資産

(1)投資有価証券  1,012 1,127 988

(2)敷金・差入保証金 3,134 2,817 3,083

(3)その他  620 493 612

貸倒引当金 △13 △9 △9

計 4,753 31.8 4,428 31.1 4,674 30.7

固定資産合計 5,225 35.0 4,967 34.9 5,185 34.1

資産合計 14,938 100.0 14,249 100.0 15,208 100.0

           

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形  2,567 1,949 2,513

２　買掛金 484 403 310

３　短期借入金 ＊３ 800 500 500

４　賞与引当金 206 209 184

５　返品調整引当金 58 49 49

６　その他 ＊４ 661 585 608

流動負債合計 4,778 32.0 3,697 26.0 4,166 27.4

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 61 － 13

２　役員退職慰労引当金 90 16 78

３　ポイント引当金 － 127 －

４　その他 125 115 161

固定負債合計 277 1.8 259 1.8 253 1.7

負債合計 5,056 33.8 3,956 27.8 4,419 29.1
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前中間会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年１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  3,022 20.2 3,772 26.5  3,772 24.8

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  3,671 4,421 4,421

(2）その他資本剰余
金

 1 1 1

資本剰余金合計  3,673 24.6 4,423 31.0 4,423 29.1

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  269 269 269

(2）その他利益剰余
金

 

別途積立金  3,800 3,800 3,800

繰越利益剰余金  △644 △1,701 △1,239

利益剰余金合計  3,425 22.9 2,368 16.6 2,830 18.6

４　自己株式  △278 △1.8 △324 △2.3 △277 △1.8

株主資本合計  9,842 65.9 10,239 71.8 10,749 70.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 38 0.3 52 0.4 39 0.2

評価・換算差額等合
計

 38 0.3 52 0.4 39 0.2

純資産合計  9,881 66.2 10,292 72.2 10,788 70.9

負債純資産合計  14,938 100.0 14,249 100.0 15,208 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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 6,839 100.0 6,073 100.0 13,489 100.0

Ⅱ　売上原価 3,357 49.1 3,089 50.9 6,666 49.4

売上総利益 3,482 50.9 2,984 49.1 6,823 50.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,593 52.5 3,298 54.3 7,255 53.8

営業損失 110 △1.6 314 △5.2 432 △3.2

Ⅳ　営業外収益 ＊１ 37 0.5 50 0.9 106 0.8

Ⅴ　営業外費用 ＊２ 19 0.3 23 0.4 144 1.1

経常損失 92 △1.4 287 △4.7 470 △3.5

Ⅵ　特別利益 ＊３ 9 0.1 28 0.5 38 0.3

Ⅶ　特別損失 ＊4,5 312 4.5 172 2.9 528 3.9

税引前中間（当
期）純損失

396 △5.8 432 △7.1 960 △7.1

法人税、住民税及
び事業税

31 29 61

法人税等調整額 241 272 4.0 － 29 0.5 241 303 2.3

中間（当期）純損
失

668 △9.8 462 △7.6 1,263 △9.4
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年2月1日　至平成18年7月31日）

（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
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年1月31日　残高 3,022 3,671 1 3,673 269 4,000 △125 4,144 △298 10,541

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し

(注)
     △200 200 －  －

剰余金の配当(注)       △50 △50  △50

中間純損失       △668 △668  △668

自己株式の取得         △0 △0

自己株式の処分   △0 △0     21 21

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

          

中間会計期間中の変動額

合計
－ － △0 △0 － △200 △519 △719 20 △698

平成18年7月31日　残高 3,022 3,671 1 3,673 269 3,800 △644 3,425 △278 9,842

評価・換算差額等

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1月31日　残高 62 62 10,604

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩し

(注)
 － －

剰余金の配当(注)  － △50

中間純損失  － △668

自己株式の取得  － △0

自己株式の処分  － 21

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△23 △23 △23

中間会計期間中の変動額

合計
△23 △23 △722

平成18年7月31日　残高 38 38 9,881

 （注）平成18年４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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当中間会計期間（自平成19年2月1日　至平成19年7月31日）

（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
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年1月31日　残高 3,772 4,421 1 4,423 269 3,800 △1,239 2,830 △277 10,749

中間会計期間中の変動額

中間純損失       △462 △462  △462

自己株式の取得         △49 △49

自己株式の処分   △0 △0     1 1

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

          

中間会計期間中の変動額

合計
－ － △0 △0 － － △462 △462 △47 △509

平成19年7月31日　残高 3,772 4,421 1 4,423 269 3,800 △1,701 2,368 △324 10,239

評価・換算差額等

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19年1月31日　残高 39 39 10,788

中間会計期間中の変動額

中間純損失  － △462

自己株式の取得  － △49

自己株式の処分  － 1

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

13 13 13

中間会計期間中の変動額

合計
13 13 △496

平成19年7月31日　残高 52 52 10,292
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年2月1日　至平成19年1月31日）

（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
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年1月31日　残高 3,022 3,671 1 3,673 269 4,000 △125 4,144 △298 10,541

事業年度中の変動額

  新株の発行 750 750 750 － 1,500

別途積立金の取崩し

(注)
   －  △200 200 －  －

剰余金の配当(注)    －   △50 △50  △50

当期純損失    －   △1,263 △1,263  △1,263

自己株式の取得    －    － △1 △1

自己株式の処分   △0 △0    － 22 22

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 750 750 △0 749 － △200 △1,113 △1,313 21 207

平成19年1月31日　残高 3,772 4,421 1 4,423 269 3,800 △1,239 2,830 △277 10,749

評価・換算差額等

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1月31日　残高 62 62 10,604

事業年度中の変動額

  新株の発行 － 1,500

別途積立金の取崩し

(注)
 － －

剰余金の配当(注)  － △50

当期純損失  － △1,263

自己株式の取得  － △1

自己株式の処分  － 22

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

△22 △22 △22

事業年度中の変動額合計 △22 △22 184

平成19年1月31日　残高 39 39 10,788

 （注）平成18年４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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1) たな卸資産

商品

　個別法による原価法

　一部商品（部材）について

は総平均法による原価法

　但し、金地金については個

別法による低価法

(1) たな卸資産

商品

同　　　　左

(1) たな卸資産

商品

同　　　　左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同　　　　左

貯蔵品

同　　　　左

(2) 有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) 有価証券

子会社及び関連会社株式

同　　　　左

(2) 有価証券

子会社及び関連会社株式

同　　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております）

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定しております）

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によって

おります。

時価のないもの

同　　　　左

時価のないもの

同　　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4

月1日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物及び構築物

３年～39年

工具器具及び備品

３年～20年

(1) 有形固定資産

同　　　　左

(1) 有形固定資産

同　　　　左

 (2) 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）に基づく定額

法

(2) 無形固定資産

同　　　　左

(2) 無形固定資産

同　　　　左

  

 

 

 

(3) 長期前払費用

定額法 
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前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

３．繰延資産の処理方法 ――――――

 

――――――

 

　株式交付費

株式交付費は、支出時に全額

費用処理しております。

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権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。

(1) 貸倒引当金

同　　　　左

(1) 貸倒引当金

同　　　　左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上

しております。

(2) 賞与引当金

同　　　　左

(2) 賞与引当金

同　　　　左

(3) 返品調整引当金

売上済商品の期末日後の返品

損失に備えるため、過去の経験

率に基づき計上しております。

(3) 返品調整引当金

同　　　　左

(3) 返品調整引当金

同　　　　左

(4) ポイント引当金

――――――

(4) ポイント引当金

ポイントカード制度により顧

客に付与したポイントの使用に

よる費用負担に備えるため、当

中間会計期間末において将来使

用されると見込まれる額を計上

しております。

（会計処理方法の変更）

　従来、ポイントカード制度に

より付与したポイントについて

は、ポイント使用時に売上高の

控除として計上しておりました

が、現行のポイントカード導入

年度より合理的に見積もること

に必要な年数が相当年度経過し、

当中間会計期間末より有効ポイ

ント残高及び将来の使用割合を

過去の経験率等により合理的に

見積もれるようになったため、

財務内容の健全化と期間損益の

一層の適正化を目的としてポイ

ント引当金を計上するとともに、

ポイントカード制度に基づくポ

イント付与が販売促進に有効で

あることが明らかになったこと

により、ポイント付与時に販売

費及び一般管理費として計上す

ることと致しました。

　この変更に伴い、当中間会計

期間に発生したポイントに対応

する金額を販売費及び一般管理

費に「ポイント引当金繰入額」

として38百万円計上し、過年度

に発生したポイントに対応する

金額を特別損失に「過年度ポイ

ント引当金繰入額」として116

百万円計上しております。

　この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、売上高及び

売上総利益が27百万円増加し、

営業損失及び経常損失が10百万

円、税引前中間純損失が127百

万円増加しております。

(4) ポイント引当金

――――――
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前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(5) 退職給付引当金

同　　　　左

 

 

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支出に備える

ため、内規に基づく必要額を計

上しております。

(6) 役員退職慰労引当金

同　　　　左

(6) 役員退職慰労引当金

同　　　　左

５．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 同　　　　左

６．その他中間財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同　　　　左

(1) 消費税等の会計処理

同　　　　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間より、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

り税引前中間純損失が166百万円増加して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より「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。これにより税

引前中間純損失が243百万円増加しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

（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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

9,881百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。

―――――― （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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

10,788百万円であります。

　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。

―――――― （有形固定資産の減価償却方法）

法人税法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　法律第

６号）及び（法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。

――――――

   

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

―――――― ――――――

追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

────── ────── ──────

㈱ベリテ(9904)　平成 19 年 10 月期中間決算短信

－ 40 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度末
（平成19年１月31日）

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

342百万円であります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

292百万円であります。

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

310百万円であります。

＊２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

＊２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

＊２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

現金及び預金   50百万円

 　

現金及び預金     50百万円

 　

現金及び預金       50百万円

 　

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

銀行保証     50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

 　

銀行保証       50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

 　

銀行保証       50百万円

(前払式証票発行に対するもの)

 　

＊３　　　　―――――――

 

＊３　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、平成17年９月22日付で株式会社

みずほ銀行をエージェントとするリボル

ビング・クレジット・ファシリティ契約

を締結したしました。その内容は、次の

とおりであります。なお、財務制限条項

（平成19年６月29日付で一部変更）に抵

触した場合は、本契約にかかる一切の債

務について期限の利益を喪失し、直ちに

これらの債務を弁済しなければならない

ことが定められています。

リボルビング・クレジット・ファシリティ

契約に係る借入未実行残高は、次のとおり

であります。

　総借入極度額 2,000百万円

　借入実行残高 500　〃

　差引額 1,500　〃

財務制限条項

　借入人は、本契約締結日以降の各決算期

の末日において、以下の条件（連結ベース）

を充足することを確約する。

　貸借対照表の従来の「資本の部」に相当

する金額を平成17年１月決算期末日におけ

る貸借対照表の資本の部の金額の80％以上

に維持すること。

＊３　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、平成17年９月22日付で株式会社

みずほ銀行をエージェントとするリボル

ビング・クレジット・ファシリティ契約

を締結いたしました。その内容は、次の

とおりであります。なお、財務制限条項

に抵触した場合は、本契約にかかる一切

の債務について期限の利益を喪失し、直

ちにこれらの債務を弁済しなければなら

ないことが定められています。　

リボルビング・クレジット・ファシリティ

契約に係る借入未実行残高は、次のとおり

であります。

　総借入極度額 2,000百万円

　借入実行残高 500　〃

　差引額 1,500　〃

財務制限条項

　借入人は、本契約締結日以降の各決算期

の末日において、以下の各号の条件（連結

ベース）を充足することを確約する。

①　貸借対照表の従来の「資本の部」に相

当する金額を平成17年１月決算期末日にお

ける貸借対照表の資本の部の金額の80％以

上に維持すること。

②　損益計算書上の経常損益につき、２期

連続して損失を計上しないこと。

＊４　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

＊４　消費税等の取扱い

同　　　　左

＊４　　　―――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

＊１　営業外収益のうち主要なもの ＊１　営業外収益のうち主要なもの ＊１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息    4百万円

受取配当金 4　〃

受取賃貸料 6　〃

業務受託手数料 3　〃

受取手数料 9　〃

受取賃貸料     6百万円

受取手数料  21　〃

保険差益  6　〃

受取配当金       48百万円

受取賃貸料 　13　〃

受取手数料 　13　〃

＊２　営業外費用のうち主要なもの ＊２　営業外費用のうち主要なもの ＊２　営業外費用のうち主要なもの

たな卸資産処分

損
  2百万円

コミットメント

フィー
4  〃

投資事業組合等

投資損失
5  〃

支払利息    3百万円

たな卸資産処分

損
 3  〃

コミットメント

フィー
6  〃

たな卸資産処分

損
   107百万円

＊３　特別利益のうち主要なもの ＊３　特別利益のうち主要なもの ＊３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売

却益
   9百万円

投資有価証券売

却益
    28百万円

投資有価証券売

却益
      38百万円

＊４　特別損失のうち主要なもの ＊４　特別損失のうち主要なもの ＊４　特別損失のうち主要なもの

貸倒引当金繰入

額
  110百万円

減損損失 166　〃

過年度ポイント

引当金繰入額
     116百万円

店舗撤退損 　19　〃

減損損失 　 32　〃

本社移転費用       61百万円

貸倒引当金繰入

額
　138　〃

店舗撤退損 　56　〃

減損損失 　243　〃
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前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

＊５　減損損失

　　　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。

 宝飾店舗

＊５　減損損失

　　　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。

 宝飾店舗

＊５　減損損失

　　　当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いた

しました。

宝飾店舗

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

長期前払費用

リース資産

東北地区 9

関東地区 96

中部地区  34

近畿地区 14

中国地区 10

四国地区 1

九州地区 0

合計 166

　減損損失の金額

建物附属設備 16百万円

器具備品 23  〃

長期前払費用 14　〃

リース資産 111　〃

合計 166　〃

 

   　当社は、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。店舗について

は、営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなる見込みであるため、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上い

たしました。

　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ま

すが、売却可能性が見込めないため、零

としております。

 

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

長期前払費用

リース資産

関東地区 26

中部地区 5

中国地区 0

合計 　 32

　減損損失の金額

建物附属設備   6百万円

器具備品 　5  〃

長期前払費用 　5　〃

リース資産 　 13　〃

合計 　 32　〃

 

   　当社は、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。店舗について

は、営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなる見込みであるため、また

は、取締役会において退店の決議がなさ

れたため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上いたしました。

　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ま

すが、売却可能性が見込めないため、零

としております。

 

用途 種類 場所
減損損失

（百万円）

店舗

資産

建物附属設備

器具備品

長期前払費用

リース資産

東北地区 13

関東地区 137

中部地区 49

近畿地区 28

中国地区 11

四国地区  1

九州地区  0

合計 　 243

　減損損失の金額

建物附属設備   22百万円

器具備品 　33  〃

長期前払費用 　19　〃

リース資産 　 167　〃

合計 　 243　〃

 

   　当社は、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。店舗について

は、営業活動から生じる損益が継続して

マイナスとなる見込みであるため、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上い

たしました。

　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ま

すが、売却可能性が見込めないため、零

としております。

　６　減価償却実施額

有形固定資産   15百万円

無形固定資産 7　〃

　６　減価償却実施額

有形固定資産     24百万円

無形固定資産  9　〃

　６　減価償却実施額

有形固定資産    35百万円

無形固定資産 15　〃
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　前中間会計期間　（自　平成18年２月1日　至　平成18年７月31日）

　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
前事業年度末株式数

　（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

普通株式（注） 1,506 2 109 1,400

合計 1,506 2 109 1,400

　（注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２.　普通株式の自己株式の株式数の減少109千株は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による

減少であります。

　当中間会計期間　（自　平成19年２月1日　至　平成19年７月31日）

　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
前事業年度末株式数

　（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

普通株式（注） 1,396 196 9 1,584

合計 1,396 196 9 1,584

　（注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加196千株は、市場買付による取得193千株及び単元未満株式の買取に

よる増加3千株であります。

２.　普通株式の自己株式の株式数の減少９千株は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による

減少であります。

　前事業年度　（自　平成18年２月1日　至　平成19年１月31日）

　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
前事業年度末株式数

　（千株）

当事業年度増加株式

数（千株）

当事業年度減少株式

数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

普通株式（注） 1,506 4 115 1,396

合計 1,506 4 115 1,396

　（注）１.　普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２.　普通株式の自己株式の株式数の減少115千株は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による

減少であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

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

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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

有形固定
資産

991 398 93 499

無形固定
資産

271 132 － 138

合計 1,262 531 93 637

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

有形固定
資産

932 483 88 360

無形固定
資産

216 129 - 86

合計 1,149 612 88 447

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

減損損失
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定
資産

991 427 128 435

無形固定
資産

273 161 - 112

合計 1,264 588 128 548

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年内       239百万円

 １年超 500　〃

合計 740　〃

リース資産減損勘

定の残高
94　〃

未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年内       215百万円

 １年超 330　〃

合計 545　〃

リース資産減損勘

定の残高
76　〃

未経過リース料期末残高相当額 

 １年内         237百万円

 １年超 　 448　〃

合計 　 686　〃

リース資産減損勘

定の残高
　129　〃

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料      130百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
17　〃

減価償却費相当額 108　〃

支払利息相当額 6　〃

減損損失 111　〃

支払リース料     127百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
　56　〃

減価償却費相当額 　122　〃

支払利息相当額  5　〃

減損損失 　 13　〃

支払リース料         269百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
　37　〃

減価償却費相当額 　 257　〃

支払利息相当額  12　〃

減損損失 　 167　〃

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額    581円11銭

１株当たり中間純損失

金額
  39円43銭

１株当たり純資産額    522円69銭

１株当たり中間純損失

金額
    14円04銭

１株当たり純資産額    546円12銭

１株当たり当期純損失

金額
    71円74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。

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。

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。

　（注）１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

前事業年度
(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

中間（当期）純損失（百万円） 668 462 1,263

普通株主及び普通株主と同等の株主に

に帰属しない金額（百万円）
－ － －

普通株式及び普通株式と同等の株式に

係る中間（当期）純損失（百万円）
668 462 1,263

普通株式及び普通株式と同等の株式の

期中平均株式数の種類別内訳（株）
   

　普通株式 16,957,736 16,846,165 16,982,315

　Ａ種優先株式 － 375,000 375,000

　Ｂ種優先株式 － 125,000 125,000

　Ｃ種優先株式 － 125,000 125,000

普通株式及び普通株式と同等の株式の

期中平均株式数（株）
16,957,736 17,471,165 17,607,315

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

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

 （新株予約権方式）

普通株式　174千株

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

 （新株予約権方式）

普通株式　159千株

平成15年４月24日定時

株主総会決議ストック

オプション

（新株予約権方式）

普通株式　168千株
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　当社は、平成18年10月６日開催の取

締役会において、平成18年12月に本社

を神奈川県横浜市に移転することを決

議致しました。これに伴うオフィス移

設、オフィスの原状回復工事、従来の

設備の除却等の発生が見込まれるため、

本社移転費用として特別損失57百万円

の計上を見込んでおります。

―――――― 　当社は、平成19年２月23日開催の取

締役会においてソシエテ・デュ・フィ

ガロ（フィガロ社）との間でジュエ

リーに関する「ライセンス契約」につ

いて決議し、同日、同契約を締結いた

しました。この「ライセンス契約」の

締結は、出店力強化を図るため、新ブ

ランドの商品をFIGARO par vérité

（フィガロ・パー・ベリテ）というダ

ブルネームのブランドとして展開する

ことを目的としております。

６．その他
 該当事項はありません。
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