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

(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10月期 8,861 － △781 － △933 － △1,545 －

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

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10月期 △91 03  － △15.3 △6.4 △8.8

19年１月期 △70 60  － △11.1 △3.3 △3.4

（参考）持分法投資損益 19年10月期 －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10月期 13,823 9,342 67.5 449 98

19年１月期 15,359 10,892 70.9 551 58

（参考）自己資本 19年10月期 9,330百万円 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10月期 △350 342 △48 2,530

19年１月期 203 △83 1,473 2,586

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年１月期 － － － － 0 00 － － －

19年10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11月１日～平成20年３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 5,520 － 97 － 89 － 64 － 3 54

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、売上高等の対前期増

減率は記載しておりません。また、上記の業績予想は５ヵ月間（平成19年11月１日～平成20年３月31日）の予想数

値を記載しております。
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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　株式会社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）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　　　　　　　　有

（注）詳細は、20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10月期 19,654,825株 19年１月期 18,404,825株

②　期末自己株式数 19年10月期 1,586,937株 19年１月期 1,396,165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、36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10月期の個別業績（平成19年２月１日～平成19年10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10月期 8,692 － △736 － △892 － △1,480 －

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

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 円 銭

19年10月期 △87 19  －

19年１月期 △74 38  －

(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10月期 13,780 9,303 67.5 448 48

19年１月期 15,208 10,788 70.9 546 12

（参考）自己資本 19年10月期 9,303百万円 19年１月期 10,788百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年11月１日～平成20年３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 5,482 － 93 － 87 － 63 － 3 49

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、売上高等の対前期増

減率は記載しておりません。また、上記の業績予想は５ヵ月間（平成19年11月１日～平成20年３月31日）の予想数

値を記載しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰、米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安など

の要因はあるものの、製造業を中心とした企業収益が好調に推移し、景気回復の傾向が続いております。しかしなが

ら、個人消費につきましては引き続き横ばい状態で推移いたしました。

　宝飾小売業界におきましては、金・プラチナの価格高騰による買い控えや信販問題の影響により、依然として厳し

い環境が続いております。

　このような環境のもと、当社グループは、当連結会計年度を事業再構築期間と位置づけ、商品のセントラルバイイ

ング化移行のため、滞留商品の処分を行い、在庫商品の鮮度アップを図ってまいりました。また、不採算店舗16店舗

を退店したことにより不採算店舗の整理を行いました。営業面につきましては、顧客ベースの拡大のため、ブランド

コンセプト・店舗イメージの明確化・統一化を進め、店装・イメージカラー・販促物・制服などを刷新し、テレビＣ

Ｍ、雑誌広告、主要駅でのポスター掲示またはブログなどあらゆる媒体を通じて、ベリテブランドの浸透を行いまし

た。また、他業種企業とのコラボレーション企画を通じたジュエリー販売を行い好評を得ております。

　これらの施策を推し進めてまいりましたが、当連結会計年度の売上高は8,861百万円となり、利益面におきましては、

販売費及び一般管理費の削減が進まず933百万円の経常損失となりました。当期純損益につきましては、特別損失に当

連結会計年度よりポイント引当金を計上したことに伴う過年度ポイント引当金繰入額116百万円、固定資産に対する減

損損失290百万円計上いたしました。また、平成19年11月20日開催の当社取締役会において決議いたしました希望退職

者募集に伴う特別割増退職金等98百万円を「後発事象に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会）に従い、修

正後発事象として当連結会計年度の特別損失として計上したこと等により当期純損失は1,545百万円となりました。

② 次期の見通し

　今後の経営環境につきましては、企業部門の好調さが持続し、家計部門への波及による景気回復が続くと見込まれ

ます。しかしながら、宝飾品小売業界におきましては、貴金属地金素材価格の上昇による影響が続いており、より一

層の厳しさが続く状況が予想されます。

　このような状況のもと、当社グループといたしましては、既存店の一部を新ショップブランド名で展開することに

よる集客率のアップ及び新規客の獲得を行ってまいります。「ベリテ」ブランドに依存した体制から多ブランド化と

多業態化により、消費者の多様化したニーズを充足できる体制の整備を行います。また、非効率部門の廃止、全社的

な適正人員の配置等による費用の削減に努めてまいります。

　以上により、次期連結業績見通しといたしましては、売上高5,520百万円、営業利益97百万円、経常利益89百万円、

当期純利益64百万円を予想しております。

　なお、当社は平成18年11月30日開催の臨時株主総会において、決算期を１月31日から３月31日とする決算期変更が

決議され、従って経過期間となっている翌期は11月１日から３月31日までの５ヶ月間の変則決算となっております。

(2）財政状態に関する分析

① 資産

　当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,149百万円（前年同期比△11.3％）減少し、

9,052百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が292百万円及びたな卸資産が680百万円減少したことに

よるものであります。

　当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比べ386百万円（前年同期比△7.5％）減少し、

4,771百万円となりました。これは主に、投資有価証券が181百万円増加したものの、敷金・差入保証金が477百万円及

び保険積立金が132百万円が減少したことによるものであります。

② 負債

　当連結会計年度末における負債合計の残高は、前連結会計年度末と比べ14百万円（前年同期比0.3％）増加し、4,481

百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が340百万円減少したものの、ポイント引当金120百万円の計

上、10月に開催いたしました新作発表会の開催費用、希望退職者募集の結果として98百万円の特別割増退職金等を未

払金として計上したこと等によるものであります。

③ 純資産

　当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ1,550百万円（前年同期比△14.2％）減少し、9,342

百万円となりました。これは主に、当期純損失1,545百万円を計上したことにより利益剰余金が減少したことによるも

のであります。
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④ キャッシュ・フロー

　当連結会計年度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56百万円（前年同期比△2.2％）減少し、当連結会計年度末には2,530百万円となりました。

　当連結会計年度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）

　当連結会計年度における営業活動による資金の減少は350百万円であり、前連結会計年度に比べ553百万円の支出増

となりました。これは主に、前連結会計年度と比較し、仕入債務の増減によるキャッシュ・フローが827百万円増加し

たものの、売上債権の増減によるキャッシュ・フローが1,334百万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）

　当連結会計年度における投資活動による資金の増加は342百万円であり、前連結会計年度に比べ425百万円の収入増

となりました。これは主に、前連結会計年度と比較し、投資有価証券の売却による収入が124百万円減少したものの、

定期預金の払戻による収入が315百万円及び敷金・差入保証金の回収による収入が230百万円増加したことによるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の減少は48百万円であり、前連結会計年度に比べ1,522百万円の収入減

となりました。これは主に、前連結会計年度において新株の発行による収入1,494百万円があったこと及び当連結会計

年度において自己株式の取得による支出49百万円があったこと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19年１月期 平成19年10月期

自己資本比率 70.9％ 67.5％

時価ベースの自己資本比率 30.3％ 22.1％

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）　自己資本比率：自己資本／総資産

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

※各指数は、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×期末発行済普通株式総数（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19年10月期は、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・次期の配当

　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。当社といたしましては、役員・社員一丸と

なって、一日でも早く業績の回復と復配を果たせるよう努めてまいる所存であります。
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(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

者を設置して個別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

る被害受ける可能性があり、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。

（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10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。

（継続企業の前提に関する注記について）

　「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」において記載されておりますとおり、当社グループには

継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。これは、当連結会計年度において３期連続の営業損失を計上

していることによるものであります。「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載しております

とおり、当該状況の解消を図るべく当社グループとして対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画どおりに進

捗しなかった場合、予想していた収益が確保できない可能性があります。
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２．企業集団の状況
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（注）１．図の内容は平成19年10月31日現在の状況であります。

 　　２．株式会社ＧＢは、平成19年10月１日付で当社に全事業を譲渡いたしました。
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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、常に誠実さをも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、お客様のニーズにあった商品を提供するなど、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あげ、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。「ベ

リテ」ブランドに依存した体制からの脱却により、多ブランド化と多業態化を推進し、消費者の多様化したニーズの

充足ができる企業の実現を目指します。当連結会年度においては、フランス・パリのソシエテ・デュ・フィガロ（フィ

ガロ社）とFIGARO par vérité（フィガロ・パー・ベリテ）のダブルネームブランドを立ち上げ、現在、表参道と丸の

内に出店しております。さらに、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。また、さらなる多ブランド化を目指し、新業態の研究を

行ってまいります。

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おります。また、

「営業統括本部」を新設し、商品・マーケティング・店舗運営など全ての営業部門を統括し、その営業推進を行う体

制を確立してまいります。
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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19年１月31日）

当連結会計年度 
（平成19年10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 
（％） 

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ＊３ 2,936 2,774

２．受取手形及び売掛金  1,799 1,507

３．有価証券  － 153

４．たな卸資産 ＊２ 4,571 3,891

５．その他 920 753

６．貸倒引当金 △26 △27

流動資産合計 10,201 66.4 9,052 65.5

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ＊１

１．土地  245 －

２．その他  181 424

有形固定資産合計 426 2.8 424 3.1

(2)無形固定資産 100 0.6 109 0.8

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券  991 1,172

２．敷金・差入保証金 3,157 2,680

３．その他  491 383

４．貸倒引当金 △9 －

投資その他の資産合計 4,631 30.2 4,236 30.6

固定資産合計 5,157 33.6 4,771 34.5

資産合計 15,359 100.0 13,823 100.0
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前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度 
（平成19年10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 
（％） 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金  2,823 2,483

２．短期借入金 ＊４ 500 500

３．賞与引当金 188 259

４．返品調整引当金 49 39

５．その他 615 882

流動負債合計 4,177 27.2 4,164 30.1

Ⅱ　固定負債

１．ポイント引当金 － 120

２．退職給付引当金 13  －

３．役員退職慰労引当金 80 22

４．その他 196 174

固定負債合計 290 1.9 317 2.3

負債合計 4,467 29.1 4,481 32.4

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   3,772 24.6  3,772 27.3

２．資本剰余金   4,423 28.8  4,423 32.0

３．利益剰余金   2,922 19.0  1,377 10.0

４．自己株式   △277 △ 1.8  △325 △2.4

　　株主資本合計   10,841 70.6  9,247 66.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  40 0.2  82 0.6

　　評価・換算差額等合計   40 0.2  82 0.6

Ⅲ　少数株主持分   10 0.1  11 0.1

純資産合計   10,892 70.9  9,342 67.6

負債純資産合計   15,359 100.0  13,823 100.0
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度 
（自　平成19年２月１日 
至　平成19年10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
（％） 

Ⅰ　売上高 13,719 100.0 8,861 100.0

Ⅱ　売上原価 6,647 48.4 4,411 49.8

売上総利益 7,072 51.6 4,449 50.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１ 7,534 55.0 5,231 59.0

営業損失 462  △ 3.4 781 △8.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 － 6

２．受取配当金 45 －

３．受取賃貸料 10 8

４．受取手数料 13 14

５．保険差益 － 6

６．その他 23 93 0.7 12 48 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．たな卸資産処分損 107 180

２．その他 37 145 1.0 19 200 2.3

経常損失 514 △ 3.7 933 △10.5

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 38 29

２．関係会社株式売却益 4 43 0.3 － 29  0.3

Ⅶ　特別損失

１．過年度ポイント引当金
繰入額

－ 116

２．本社移転費用 61  －

３．店舗撤退損 59   66   

４．減損損失 ＊２ 304   290   

５．特別割増退職金等  －   98   

６．その他 － 425 3.1 15 587 6.6

税金等調整前当期純損
失

895 △ 6.5  1,492 △16.8

法人税、住民税及び事
業税

64 46

法人税等調整額 241 305 2.2 5 52 0.6

少数株主損益（△：損
失）

△2 △0.0 1 0.0

当期純損失 1,199  △ 8.7 1,545 △17.4
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

（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１月31日　残高 3,022 3,673 4,172 △298 10,570

連結会計年度中の変動額

新株の発行 750 750 1,500

剰余金の配当（注） △50 △50

役員賞与（注） △0 △0

当期純損益（△：損失）  △1,199  △1,199

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 △0 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)

連結会計年度中の変動額合計 750 749 △1,249 21 271

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

評価・換算差額等

少数株主持分 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 63 63 5 10,639

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － 1,500

剰余金の配当（注） － △50

役員賞与（注） － △0

当期純損益（△：損失） － △1,199

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

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 △22 △22 4 253

平成19年１月31日　残高 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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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成19年10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

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

連結会計年度中の変動額

当期純損益（△：損失）  △1,545  △1,545

自己株式の取得 △49 △49

自己株式の処分 △0 1 1

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 － △0 △1,545 △48 △1,593

平成19年10月31日　残高 3,772 4,423 1,377 △325 9,247

評価・換算差額等

少数株主持分 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 40 40 10 10,892

連結会計年度中の変動額

当期純損益（△：損失）  △1,545

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

連結会計年度中の変動額(純額)
42 42 1 43

連結会計年度中の変動額合計 42 42 1 △1,550

平成19年10月31日　残高 82 82 11 9,342

 

㈱ベリテ（9904）平成 19 年 10 月期決算短信

－ 12 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

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

税金等調整前当期純損失  △   895 △1,492

減価償却費 52 60

本社移転費用 61 －

減損損失 304 290

賞与引当金の増減額（減少：△） － 71

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △    93 －

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △    30 △58

ポイント引当金の増減額（減少：△） － 120

受取利息及び受取配当金 △    52 △9

投資有価証券売却益  △    38 △29

店舗撤退損 59 66

特別割増退職金等 － 98

売上債権の増減額（増加：△） 1,627 292

たな卸資産の増減額（増加：△） 618 680

仕入債務の増減額（減少：△）  △ 1,167 △340

その他  △   150 △37

小計 294 △286

法人税等の支払額  △    73 △63

その他  △    17 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 203 △350

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  △   502 △422

定期預金の払戻による収入 190 506

有形固定資産の取得による支出  △    84 △157

無形固定資産の取得による支出  △    39 －

投資有価証券の取得による支出  △   453 △547

投資有価証券の売却による収入 574 449

敷金・差入保証金の差入による支出  △    49 △91

敷金・差入保証金の回収による収入 270 501

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入

 ＊２ 11 －

保険積立金の満期等による収入  － 140

その他  △     2 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △    83 342
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 8,300 3,000

短期借入金の返済による支出  △ 8,300 △3,000

新株の発行による収入 1,494 －

少数株主の増資引受による払込額 8 －

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 22 －

配当金の支払額  △    50 －

その他  △     1 1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,473 △48

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 1,593 △56

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 983 2,586

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 10 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  ＊１ 2,586 2,530
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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

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

 ――――――― 　当社グループは、当連結会計年度において781百万円の営

業損失を計上し、３期連続の営業損失となりました。当該

状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

　当社グループは、当該事象を解消すべく、売上面につき

ましては既存店の一部を新ショップブランド名で展開する

ことによる集客率のアップ、ビジュアルマーチャンダイジ

ングによりお客様にとって商品が見やすく、買いやすい店

づくりを推進しベリテ全体のイメージアップを図ることに

よって、新規客の獲得を行ってまいります。また、前記に

加え、客層別にターゲットを絞り込んだ催事をエリア別に

開催することによって、売上高の向上を目指してまいりま

す。

　利益面につきましては、粗利益の向上のため、利益率の

高い本部投入商品の構成比を高めること、ＯＥＭによる新

規オリジナル商品の投入、粗利益貢献率の高い取引先との

取引拡大、利益率の高い海外仕入商品の投入等の施策を行っ

てまいります。

　費用面につきましては、非効率部門の廃止、全社的な適

正人員の配置等による費用の削減に努めてまいります。ま

た、平成19年11月20日開催の取締役会において、希望退職

者募集を決議し実施しており、人件費の抑制を行ってまい

ります。

　当社グループは、上記計画を確実に達成するよう役員・

社員一丸となって努力しており、早期に立て直しが図れる

よう再生にむけて邁進してまいります。

　資金面におきましては、当連結会計年度末において借入

金が500百万円ありますが、現金及び預金を2,774百万円有

しております。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。

㈱ベリテ（9904）平成 19 年 10 月期決算短信

－ 15 －



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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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、同社のみなし売却日までの損

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。

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

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。なお、当連結会計年度にお

ける連結決算日の変更に伴い、連結子会社

４社は決算日を１月31日から３月31日に変

更しており、移行期である当連結会計年度

の決算日は10月31日までの９ヶ月決算とし

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

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）

①　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

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

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（金融

商品取引法第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。
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

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

ロ．貯蔵品

最終仕入原価法

ロ．貯蔵品

同　　　　左

(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）は

定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

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

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）における定額法

②　無形固定資産

同　　　　左

(3) 重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備

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

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

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
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

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、当連結会計年度末

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、当連結会計年度末より有効ポイ

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、当連結会計年度に

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46百万円計上

し、過年度に発生したポイントに対

応する額を「過年度ポイント引当金

繰入額」として116百万計上してお

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43百万円増加し、営業損失及び経

常損失が３百万円、税金等調整前当

期純損失120百万円増加しておりま

す。 
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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

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　退職給付引当金

同　　　　左 

 

 

⑥　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。

⑥　役員退職慰労引当金

同　　　　左

(4) 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。 

―――――

(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

(6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

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

５．連結決算日の変更に関す

る事項

――――― 平成18年11月30日開催の臨時株主総会にお

いて定款の一部変更が決議され、決算期を

１月31日から３月31日に変更いたしました。

このため、移行期である当連結会計年度は

平成19年２月１日から10月31日までの９ヶ

月間となっております。

６．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につきま

しては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同　　　　左

７．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
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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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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」（企業会計基準委員会

　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）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日以降に取得した有形固定資産につ

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

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

―――――――

 

 

 （連結貸借対照表）

１．前連結会計年度まで流動資産の「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、

当連結会計年度より区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度の流動資産の「その他」に含まれ

る「有価証券」は153百万円であります。

 

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました「土

地」（当連結会計年度98百万円）は、資産総額の100分

の１以下となったため、有形固定資産の「その他」に含

めて表示することに変更いたしました。

 

 

 （連結損益計算書）

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「受

取利息」（当連結会計年度６百万円）は、営業外収益の

総額の100分の10以下となったため当連結会計年度より、

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。

 

 （連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

いた「受取利息」は営業外収益の総額の100分の10を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記することといた

しました。なお、前連結会計年度の営業外収益の「その

他」に含まれる「受取利息」は６百万円であります。

 

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました「コ

ミットメントフィー」（当連結会計年度８百万円）は、

営業外費用の総額の100分の10以下となったため当連結

会計年度より、営業外費用の「その他」に含めて表示す

ることに変更いたしました。

 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取配

当金」（当連結会計年度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、当連結会計年度より営

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。

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において、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

「役員退職慰労引当金の増減額」は金額的重要性が増し

たため、当連結会計年度より区分掲記することといたし

ました。なお、前連結会計年度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

る「役員退職慰労引当金の増減額」は△５百万円であり

ます。

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において、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

「賞与引当金の増減額」は金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より区分掲記することといたしました。

なお、前連結会計年度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」に含まれる「賞与

引当金の増減額」は△23百万円であります。

 

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました「法

人税等の還付額」（当連結会計年度４百万円）は、金額

的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、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．前連結会計年度において区分掲記しておりました「退

職給付引当金の増減額」（当連結会計年度△13百万円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度

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。

  

 ３．前連結会計年度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」（当連結会計年度△25百

万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会

計年度より、投資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。
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

  

 ４．前連結会計年度において、投資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

「保険積立金の満期等による収入」は金額的重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記することといた

しました。なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッ

シュ・フローの小計より上の区分の「その他」に含まれ

る「保険積立金の満期等による収入」は７百万円であり

ます。

 ５．前連結会計年度において、財務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

「自己株式の取得による支出」は金額的重要性が増した

ため、当連結会計年度より区分掲記することといたしま

した。なお、前連結会計年度の財務活動によるキャッ

シュ・フローの小計より上の区分の「その他」に含まれ

る「自己株式の取得による支出」は△１百万円でありま

す。

 ６．前連結会計年度において区分掲記しておりました「自

己株式の処分による収入」（当連結会計年度１百万円）

及び「配当額の支払額」（当連結会計年度△０百万円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度

より、財務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。

㈱ベリテ（9904）平成 19 年 10 月期決算短信

－ 22 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年10月31日）

＊１　有形固定資産の減価償却累計額      313百万円 ＊１　有形固定資産の減価償却累計額 289百万円

＊２　受託商品残高 ＊２　           ―――――――

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 ＊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。 　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 90百万円

　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。

銀行保証

（前払式証票発行に対するもの）
    50百万円

銀行保証 90百万円

（前払式証票発行及びライセンス契約に伴う支

払いに対するもの） 

＊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　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、貸借対照表(連結ベース)の従来の「資本の部」の金

額を平成17年１月決算期末日における貸借対照表(連結

ベース)の資本の部の金額の80％以上に維持することを

確約する。 

　

　５　　　　　　　――――――― 　５　受取手形の割引高は、52百万円であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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。

給料・手当      2,543百万円

賞与引当金繰入額        188百万円

地代家賃      1,508百万円

給料・手当 1,779百万円

賞与引当金繰入額 259百万円

地代家賃 977百万円

減価償却費 60百万円

ポイント引当金繰入額 46百万円

＊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。

＊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

建物附属設備

器具備品

土　　地

長期前払費用

リース資産

関東地区 255

中部地区 10

近畿地区 6

中国地区 0

その他 17

合計 290

減損損失の金額

建物 11百万円

建物附属設備 35  〃

器具備品 24  〃

土地 146  〃

長期前払費用 11  〃

リース資産 61  〃

合計 290　〃

   　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。建物及び土地について

は、固定資産税評価額を合理的に調整した価額により

算定し、その他については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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（連結株主資本等変動計算書関係）

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

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（株） 

当連結会計年度末　

残高（百万円）

提出会社

（親会社）

ストックオプション

としての新株予約権
－ － 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
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年４月20日

取締役会
普通株式 50 ３ 平成18年１月31日 平成18年４月21日
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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成19年10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（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

普通株式（注）１ 18,404 1,250 － 19,654

Ａ種優先株式（注）２ 375 － 125 250

Ｂ種優先株式 125 － － 125

Ｃ種優先株式 125 － － 125

合計 19,029 1,250 125 20,154

自己株式

普通株式（注）３，４ 1,396 199 9 1,586

Ａ種優先株式（注）５，６ － 125 125 －

合計 1,396 324 134 1,586

 （注）１．普通株式の発行済株式の株式数の増加1,250千株は、当社普通株式を対価とするＡ種優先株式取得請求権の行

使により普通株式を発行したことによる増加であります。

 　　　２．Ａ種優先株式の発行済株式の株式数の減少125千株は、自己株式の消却による減少であります。

 　　　３．普通株式の自己株式の株式数の増加199千株は、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６千株によるものであります。

 　　　４．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。

 　　　５．Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加125千株は、当社普通株式を対価とする取得請求権の行使によりＡ種

優先株式を自己株式として取得したことによる増加であります。

 　　　６．Ａ種優先株式の自己株式の株式数の減少125千株は、自己株式の消却による減少であります。

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（株） 

当連結会計年度末　

残高（百万円）

提出会社

（親会社）

ストックオプション

としての新株予約権
－ － 31

合計 － － 31

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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(平成19年１月

31日現在)

＊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(平成19年10月

31日現在)

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
 　  △  503百万円

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）
        153百万円

現金及び現金同等物        2,586百万円

現金及び預金勘定 2,774百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金
△　398百万円

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）
153百万円

現金及び現金同等物 2,530百万円

＊２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

　株式の売却により㈱オプティックベリテが連結子

会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債

の内訳並びに㈱オプティックベリテ株式の売却価額

と売却による収入（純額）との関係は次のとおりで

あります。

流動資産        25百万円

固定資産  　  ５百万円

流動負債  　  17百万円

少数株主持分  　  ３百万円

関係会社株式売却益         ４百万円

当該会社株式の売却価額        14百万円

当該会社の現金及び現金同等物  　  △ ３百万円

差引当該会社売却による収入  　  11百万円

＊２　  　　　　　　―――――――
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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

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

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)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資
産「その
他」

1,041 438 162 440

無形固定資
産 273 161 － 112

合計 1,315 599 162 552

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「その
他」

820 393 157 269

無形固定資
産 200 123 － 76

合計 1,020 516 157 346

２．未経過リース料期末残高相当額等 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　〃

未経過リース料期末残高相当額

 １年内 196百万円

 １年超 267　〃

合計 463　〃

リース資産減損勘定の残高 110　〃

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  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　〃

支払リース料 191百万円

リース資産減損勘定の取崩額 115　〃

減価償却費相当額 183　〃

支払利息相当額 8　〃

減損損失 61　〃

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

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
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（有価証券関係）

Ⅰ前連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年１月31日現在）

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 59 87 27

（2）　その他 516 574 57

小計 575 661 85

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 5 5  △   0

（2）　その他 201 184  △  17

小計 206 189  △  17

合計 782 850 67

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２月１日　至平成19年１月31日）

 （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

430 38 0

３．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（平成19年１月31日現在）

(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                   153百万円

投資事業組合等への出資                  83百万円

Ⅱ当連結会計年度

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年10月31日現在）

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 107 128 20

（2）　その他 748 878 129

小計 856 1,006 149

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

（1）　その他 100 89 △　11

小計 100 89 △　11

合計 957 1,096 138

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成19年２月１日　至平成19年10月31日）

 （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

437 29 15

３．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（平成19年10月31日現在）

(1) その他有価証券

非上場株式          　　　　　         　0百万円

非上場公社債投資信託                 　153百万円

投資事業組合等への出資                  76百万円
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（デリバティブ取引関係）

 当社グループは、前連結会計年度及び当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た

め、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社（連結子会社への出向者を含む。）は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び適格退職年金

制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　前連結会計年度及び当連結会計年度末現在、当社（連結子会社への出向者を含む。）で厚生年金基金は１基

金、適格退職年金は１年金を有しております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

（百万円）

当連結会計年度
（平成19年10月31日）

（百万円）

イ．退職給付債務 　     △  1,478 　     △  1,392

ロ．年金資産　（注）１ 1,639 1,601

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）  160 209

ニ．未認識数理計算上の差異  △    193  △    212

ホ．未認識過去勤務債務 20 16

ヘ．連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ホ＋へ）
 △     13  13

ト．前払年金費用 － 13

チ．退職給付引当金（ヘ－ト）  △     13  －

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年10月31日）

（注）１．上記年金資産以外に、総合設立の厚生年金基

金への拠出に対応する年金資産が2,055百万円あ

ります。

（注）１．上記年金資産以外に、総合設立の厚生年金基

金への拠出に対応する年金資産が1,947百万円あ

ります。

３．退職給付費用に関する事項

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）

（百万円）

当連結会計年度
（自平成19年２月１日
至平成19年10月31日）

（百万円）

イ．勤務費用　（注）１ 276 198

ロ．利息費用 29 22

ハ．期待運用収益  △    30  △    24

ニ．数理計算上の差異の費用処理額  △    19  △    30

ホ．過去勤務債務の費用処理額 17 14

退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 273 180

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年10月31日）

（注）１．総合設立の厚生年金基金への要拠出額は、「イ．

勤務費用」に計上しております。

同　　　　左
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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）

当連結会計年度
（自平成19年２月１日
至平成19年10月31日）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ．割引率 2.0％ 同左

ハ．期待運用収益率 2.0％ 同左

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 ５年（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法によっております。）

同左

ホ．数理計算上の差異の処理年数 ５年（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により、翌連結会計

年度から費用処理することとし

ております。）

同左

㈱ベリテ（9904）平成 19 年 10 月期決算短信

－ 31 －



（ストック・オプション等関係）

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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

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

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 ７名、当社監査役　１名及び当社店長・課長以上の従業員　169名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）
普通株式　573,000株

付与日 平成15年６月19日

権利確定条件 該当事項はありません。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成17年５月１日から平成20年４月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

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

権利確定前（株） －

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後（株）  

前連結会計年度末 348,000

権利確定 －

権利行使 115,000

失効 65,000

未行使残 168,000

②　単価情報

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

権利行使価格（円） 197

行使時平均株価（円） 370

付与日における公正な評価単価（円） －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　　　　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載を省略しております。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　　　　勤務条件の不達成等による将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方

法を採用しております。

４．連結財務諸表への影響額

　　　　　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、連結財務諸表への影響はありません。
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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成19年10月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

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

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 ７名、当社監査役　１名及び当社店長・課長以上の従業員　169名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）
普通株式　573,000株

付与日 平成15年６月19日

権利確定条件 該当事項はありません。

対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間 平成17年５月１日から平成20年４月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

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

権利確定前（株） －

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後（株） －

前連結会計年度末 168,000

権利確定 －

権利行使 9,000

失効 －

未行使残 159,000

②　単価情報

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

権利行使価格（円） 197

行使時平均株価（円） 272

付与日における公正な評価単価（円） －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　　　　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載を省略しております。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　　　　勤務条件の不達成等による将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方

法を採用しております。

４．連結財務諸表への影響額

　　　　　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、連結財務諸表への影響はありません。
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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

 （単位：百万円）

繰延税金資産  

未払費用  10

　賞与引当金  76

　貸倒引当金  14

　返品調整引当金  20

  繰越欠損金  453

　役員退職慰労引当金  32

　減損損失  94

　その他  17

繰延税金資産小計  719

評価性引当額  △ 718

繰延税金資産合計  0

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金  △ 27

　その他  △  0

繰延税金負債合計  △ 27

繰延税金資産（負債）の純額  △ 26

 （単位：百万円）

繰延税金資産  

未払金  44

未払費用  14

　賞与引当金  104

　貸倒引当金 10

　返品調整引当金  15

  繰越欠損金 971

  ポイント引当金 48

　役員退職慰労引当金  9

　減損損失 131

　その他  3

繰延税金資産小計 1,352

評価性引当額  △ 1,352

繰延税金資産合計  0

繰延税金負債  

　前払年金費用  △ 5

　その他有価証券評価差額金  △ 55

　その他  △  0

繰延税金負債合計  △ 61

繰延税金資産（負債）の純額  △ 61

（注）繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の

以下の項目に含まれております。

（注）繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の

以下の項目に含まれております。

流動資産－その他  0

流動負債－その他  △  0

固定負債－その他  △ 27

流動資産－その他  0

流動負債－その他  △  0

固定負債－その他  △ 61

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

　　法人税等を控除する前の当期純利益がないため記載

　　しておりません。

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

　　法人税等を控除する前の当期純利益がないため記載

　　しておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自　平成19年２月１

日　至　平成19年10月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業損失及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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

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

日　至　平成19年10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

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

日　至　平成19年10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。

（関連当事者との取引）

Ⅰ　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）

 

該当事項はありません。

Ⅱ　当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成19年10月31日）

 

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

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     70円60銭

１株当たり純資産額 449円98銭

１株当たり当期純損失金額 91円03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。

（注）１．前連結会計年度の１株当たり純資産額の計算においては、純資産額から優先株式の払込金額1,500百万円を控除

しております。

　　　２．当連結会計年度の１株当たり純資産額の計算においては、純資産額から優先株式の払込金額1,200百万円を控除

しております。

　　　３．１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18年２月１日
至　平成19年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日)

当期純損失（百万円） 1,199 1,545

普通株主に帰属しない金額（百万円） 0 0

普通株式に係る当期純損失（百万円） 1,199 1,545

普通株式の期中平均株式数（株） 16,982,315 16,978,922

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

Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式

Ｃ種優先株式

 

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

Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式

Ｃ種優先株式

 

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

（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

　当社は、平成19年２月23日開催の当社取締役会において

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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成19年10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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ＊２ 2,793 2,639

２．受取手形  1,131 729

３．売掛金 ＊４ 802 802

４．有価証券 153 153

５．商品 ＊１ 4,373 3,828

６．貯蔵品 31 30

７．前払費用 40 56

８．未収入金 ＊４ 296 365

９．預け金 400 316

10．短期貸付金 ＊４ － 141

11．その他 ＊４ 164 11

12．貸倒引当金 △165 △177

流動資産合計 10,023 65.9 8,899 64.6

Ⅱ　固定資産

(1) 有形固定資産

１．建物  250 287

減価償却累計額 163 87 152 135

２．車両運搬具 7 －

減価償却累計額 6 0 － －

３．工具器具及び備品 228 286

減価償却累計額 139 88 135 150

４．土地  245 98

５．建設仮勘定 － 36

有形固定資産合計 421 2.8 421 3.1
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前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成19年10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
（％）

(2) 無形固定資産

１．商標権 0 0

２．ソフトウェア 60 72

３．その他 27 27

無形固定資産合計 88 0.6 100 0.7

(3) 投資その他の資産

１．投資有価証券  988 1,172

２．関係会社株式  150 150

３．出資金 2 2

４．破産・更生債権等 9 －

５．長期前払費用 43 43

６．敷金・差入保証金 3,083 2,680

７．保険積立金 202 －

８．長期性預金 200 221

９．その他 5 88

10．貸倒引当金 △9 －

投資その他の資産合計 4,674 30.7 4,358 31.6

固定資産合計 5,185 34.1 4,880 35.4

資産合計 15,208 100.0 13,780 100.0
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前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成19年10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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  2,513 1,878

２．買掛金 310 604

３．短期借入金 ＊３ 500 500

４．未払金 268 568

５．未払費用 179 171

６．未払法人税等 73 47

７．前受金 59 71

８．預り金 20 13

９．賞与引当金 184 258

10．返品調整引当金 49 39

11．その他 6 8

流動負債合計 4,166 27.4 4,162 30.2

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 26 61

２．ポイント引当金 － 119

３．退職給付引当金 13 －

４．役員退職慰労引当金 78 20

５．その他 134 113

固定負債合計 253 1.7 314 2.3

負債合計 4,419 29.1 4,477 32.5
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前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成19年10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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

(1）資本金   3,772 24.8  3,772 27.4

(2）資本剰余金        

１．資本準備金  4,421   4,421   

２．その他資本剰余金  1   1   

資本剰余金合計   4,423 29.1  4,423 32.1

(3）利益剰余金        

１．利益準備金  269   269   

２．その他利益剰余金        

別途積立金  3,800   3,800   

繰越利益剰余金  △1,239  △2,719  

利益剰余金合計   2,830 18.6  1,350 9.8

(4）自己株式   △277 △1.8  △325 △2.4

株主資本合計   10,749 70.7  9,220 66.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

(1）その他有価証券評価差
額金

  39 0.2  82 0.6

評価・換算差額等合計   39 0.2  82 0.6

純資産合計   10,788 70.9  9,303 67.5

負債純資産合計   15,208 100.0  13,780 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）  

Ⅰ　売上高 13,489 100.0 8,692 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 5,019 4,373

２．当期商品仕入高 6,249 4,126

合計 11,269 8,500

３．他勘定振替高 ＊１ 227 304

４．商品期末たな卸高 4,373 6,668 49.4 3,828 4,366 50.2

売上総利益 6,820 50.6 4,325 49.8

返品調整引当金戻入額 2 0.0 10 0.1

差引売上総利益 6,823 50.6 4,335 49.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊２ 7,255 53.8 5,071 58.4

営業損失 432 △3.2 736 △8.5

Ⅳ　営業外収益 ＊４

１．受取利息 － 7

２．受取配当金 48 －

３．受取賃貸料 13 9

４．受取手数料 13 14

５．保険差益 － 6

６．その他 31 106 0.8 16 54 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．たな卸資産処分損 107 180

２．その他 37 144 1.1 30 210 2.4

経常損失 470 △3.5 892 △10.3
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前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）  

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 38 38 0.3 28 28 0.3

Ⅶ　特別損失

１．過年度ポイント引当金
繰入額

 － 116

２．本社移転費用 61 －

３．貸倒引当金繰入額 138 －

４．店舗撤退損 56 64

５．減損損失 ＊３ 243 273

６．特別割増退職金等  － 98

７．その他 28 528 3.9 15 568 6.5

税引前当期純損失 960 △7.1 1,432 △16.5

法人税、住民税及び事
業税

61 42

法人税等調整額 241 303 2.3 5 48 0.5

当期純損失 1,263 △9.4 1,480 △17.0
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 平成18年２月１日　至 平成19年１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

当期純損益(△:
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

当期純損益（△：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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当事業年度（自 平成19年２月１日　至 平成19年10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

事業年度中の変動
額

当期純損益(△:
損失)

－ △1,480 △1,480 △1,480

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
項目の事業年度
中の変動額(純
額)

事業年度中の変動
額合計

－ － △0 △0 － － △1,480 △1,480 △48 △1,528

平成19年
10月31日 残高

3,772 4,421 1 4,423 269 3,800 △2,719 1,350 △325 9,220

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

事業年度中の変動額

当期純損益（△：損失) △1,480

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
事業年度中の変動額(純額)

42 42 42

事業年度中の変動額合計 42 42 △1,485

平成19年10月31日 残高 82 82 9,303
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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

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

 ――――――― 　当社は、当事業年度において736百万円の営業損失を計上

し、３期連続の営業損失となりました。当該状況により継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該事象を解消すべく、売上面につきましては

既存店の一部を新ショップブランド名で展開することによ

る集客率のアップ、ビジュアルマーチャンダイジングによ

りお客様にとって商品が見やすく、買いやすい店づくりを

推進しベリテ全体のイメージアップを図ることによって、

新規客の獲得を行ってまいります。また、前記に加え、客

層別にターゲットを絞り込んだ催事をエリア別に開催する

ことによって、売上高の向上を目指してまいります。

　利益面につきましては、粗利益の向上のため、利益率の

高い本部投入商品の構成比を高めること、ＯＥＭによる新

規オリジナル商品の投入、粗利益貢献率の高い取引先との

取引拡大、利益率の高い海外仕入商品の投入等の施策を行っ

てまいります。

　費用面につきましては、非効率部門の廃止、全社的な適

正人員の配置等による費用の削減に努めてまいります。ま

た、平成19年11月20日開催の取締役会において、希望退職

者募集を決議し実施しており、人件費の抑制を行ってまい

ります。

　当社は、上記計画を確実に達成するよう役員・社員一丸

となって努力しており、早期に立て直しが図れるよう再生

にむけて邁進してまいります。

　資金面におきましては、当事業年度末において借入金が

500百万円ありますが、現金及び預金を2,639百万円有して

おります。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同　　　　左

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

(2) その他有価証券

①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）

同　　　　左

 

②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。

②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（金融商品取

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。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 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) 商　品

同　　　　左

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 貯蔵品

同　　　　左

３．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

(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

(3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同　　　　左

４．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。

―――――――
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前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備

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

(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

(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

 (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、当事業年度末において将

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、当事業年

度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、当事業年度に発生し

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46百万円計上し、過年度に

発生したポイントに対応する額を「過

年度ポイント引当金繰入額」として

116百万計上しております。

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43

百万円増加し、営業損失及び経常損失

が3百万円、税引前当期純損失119百万

円増加しております。
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前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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

をしております。

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

 

 

(6) 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。

(6) 役員退職慰労引当金

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

８．決算日の変更に関する事

項

――――― 平成18年11月30日開催の臨時株主総会にお

いて定款の一部変更が決議され、決算期を

１月31日から３月31日に変更いたしました。

このため、移行期である当事業年度は平成

19年２月１日から10月31日までの９ヶ月間

となっております。
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

（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」（企業会計基準委員会　

平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第6号）を適用

しております。

　これにより、税引前当期純損失が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」（企業会計基準委員会　平成17年12月9日　

企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月9日企業会計基準適用指針第8号）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日以降に取得した有形固定資産に

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

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

―――――――

 

 （貸借対照表）

１．前期まで流動資産の「その他」に含めていた「短期貸

付金」（141百万円）は資産総額の100分の1を超えたた

め、当期より区分掲記することといたしました。

２．前期まで区分掲記しておりました「保険積立金」（当

期69百万円）は資産総額の100分の１以下となったため、

当期より投資その他の資産の「その他」に含めて表示す

ることに変更いたしました。

  

 

 （損益計算書）

１．前期まで区分掲記しておりました「受取利息」（当期

８百万円）は営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、当期より営業外収益の「その他」に含めて表示

することに変更いたしました。

 （損益計算書）

１．前期まで営業外収益の「その他」に含めていた「受取

利息」（７百万円）は営業外収益の総額の100分の10を

超えたため、当期より区分掲記することといたしました。

２．前期まで区分掲記しておりました「コミットメント

フィー」（当期８百万円）は営業外費用の総額の100分

の10以下となったため、当期より営業外費用の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。

２．前期まで区分掲記しておりました「受取配当金」（当

期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、当期より営業外収益の「その他」に含めて表示

することに変更いたしました。

３．前期まで区分掲記しておりました「関係会社株式評価

損」（当期28百万円）は特別損失の総額の100分の10以

下となったため、当期より特別損失の「その他」に含め

て表示することに変更いたしました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成19年10月31日）

＊１　受託商品残高 ＊１　　　　　　　―――――――

この他に受託商品残高      835百万円   

（仕入先との約定による預り商品）  

＊２　担保資産及び担保付債務 ＊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。 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 90百万円

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。

銀行保証

（前払式証票発行に対するもの）
    50百万円

銀行保証 90百万円

（前払式証票発行及びライセンス契約に伴う支

払いに対するもの） 

＊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。

＊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（平成19年6月29

日に一部変更）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、貸借対照表(連結ベース)の従来の「資本の部」の金

額を平成17年１月決算期末日における貸借対照表(連結

ベース)の資本の部の金額の80％以上に維持することを

確約する。

　

  

＊４　関係会社に対する事項 ＊４　関係会社に対する事項

関係会社に対する資産の合計額が資産の総額の100

分の１を超過しており、その合計額は294百万円で

あります。

関係会社に対する資産の合計額が資産の総額の100

分の１を超過しており、その合計額は179百万円で

あります。

　５　  　　　　　―――――――   ５　受取手形の割引高は、52百万円であります。 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

＊１　他勘定振替高の内訳 ＊１　他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費       17百万円

営業外費用      209百万円

販売費及び一般管理費 15百万円

営業外費用 288百万円

営業外費用への振替は、商品処分等であり、営

業外費用への計上は、収入金額を相殺のうえ表

示しております。

営業外費用への振替は、商品処分等であり、営

業外費用への計上は、収入金額を相殺のうえ表

示しております。

＊２　販売費の割合はおおよそ80.3％であり、一般管理費

の割合はおおよそ19.7％です。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

＊２　販売費の割合はおおよそ76.3％であり、一般管理費

の割合はおおよそ23.7％です。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費      466百万円

給料・手当    2,339百万円

賞与引当金繰入額      184百万円

地代家賃    1,446百万円

広告宣伝費 422百万円

給料・手当 1,637百万円

賞与引当金繰入額 258百万円

地代家賃 940百万円

減価償却費 56百万円

ポイント引当金繰入額 46百万円

＊３　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 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。

＊３　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

建物附属設備

器具備品

土　　地

長期前払費用

リース資産

関東地区 255

中部地区 10

近畿地区 6

中国地区  0

合計 273

減損損失の金額

建物 11百万円

建物附属設備 26  〃

器具備品 17  〃

土地 146  〃

長期前払費用 10  〃

リース資産 61　〃

合計 273　〃

   　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。建物及び土地について

は、固定資産税評価額を合理的に調整した価額により

算出し、その他については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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前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

＊４　関係会社に対する事項 ＊４　関係会社に対する事項

関係会社に対する営業外収益の合計額が営業外収

益の総額の100分の10を超過しており、その合計

額は14百万円であります。

関係会社に対する営業外収益の合計額が営業外収

益の総額の100分の10を超過しており、その合計

額は６百万円であります。

（株主資本等変動計算書関係）

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

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）１，２ 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。 

当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成19年10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（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）１，２ 1,396 199 9 1,586

Ａ種優先株式（注）３, ４ － 125 125 －

合計 1,396 324 134 1,586

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加199千株は、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６千株であります。

　　　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。 

　　　３．Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加125千株は、当社普通株式を対価とする取得請求権の行使によりＡ種優

先株式を自己株式として取得したことによる増加であります。

４．Ａ種優先株式の自己株式の株式数の減少125千株は、自己株式の消却による減少であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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

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

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)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び装
置 33 13 2 17

工具器具及
び備品 958 413 125 418

ソフトウェ
ア 273 161 － 112

合計 1,264 588 128 548

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)

機械及び装
置 29 14 5 9

工具器具及
び備品 782 373 151 257

ソフトウェ
ア 200 123 － 76

合計 1,011 511 157 342

２．未経過リース料期末残高相当額等 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　〃

未経過リース料期末残高相当額

 １年内 195百万円

 １年超 265　〃

合計 460　〃

リース資産減損勘定の残高 110　〃

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  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　〃

支払リース料 184百万円

リース資産減損勘定の取崩額 98　〃

減価償却費相当額 176　〃

支払利息相当額 7　〃

減損損失 61　〃

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

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
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（有価証券関係）

　前事業年度及び当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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10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

 （単位：百万円）

繰延税金資産  

関係会社株式評価損 35

　減損損失 75

　未払費用 10

　賞与引当金 74

　貸倒引当金 70

　返品調整引当金 20

 繰越欠損金 409

　役員退職慰労引当金 31

　その他 17

繰延税金資産小計 744

評価性引当額 △744

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金 △26

繰延税金負債合計 △26

繰延税金資産（負債）の純額 △26

 （単位：百万円）

繰延税金資産  

　減損損失 131

　未払金 44

　未払費用 14

　賞与引当金 104

　貸倒引当金 71

　返品調整引当金 15

 繰越欠損金 873

 ポイント引当金 48

　役員退職慰労引当金 8

　その他 2

繰延税金資産小計 1,314

評価性引当額 △1,314

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

　前払年金費用 △5

　その他有価証券評価差額金 △55

繰延税金負債合計 △61

繰延税金資産（負債）の純額 △61

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

法人税等を控除する前の当期純利益がないため記載

しておりません。

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

法人税等を控除する前の当期純利益がないため記載

しておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

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     74円38銭

１株当たり純資産額 448円48銭

１株当たり当期純損失金額 87円19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。

（注）１．前事業年度の１株当たり純資産額の計算においては、純資産額から優先株式の払込金額1,500百万円を控除して

おります。

　　　２．当事業年度の１株当たり純資産額の計算においては、純資産額から優先株式の払込金額1,200百万円を控除して

おります。

　　　３．１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。

前事業年度
(自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日)

当事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日)

当期純損失（百万円） 1,263 1,480

普通株主に帰属しない金額（百万円） 0 0

普通株式に係る当期純損失（百万円） 1,263 1,480

普通株式の期中平均株式数（株） 16,982,315 16,978,922

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

Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式

Ｃ種優先株式

 

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

Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式

Ｃ種優先株式

 

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

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成19年10月31日）

当社は、平成19年２月23日開催の当社取締役会において

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」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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６．その他
該当事項はありません。
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