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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

（1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 12,649 (△2.5) 325 (△39.8) △25 (－) △148 (－)

19年３月期第３四半期 12,968 (7.8) 540 － 339 － 82 －

19年３月期 17,741 1,062 804 321

　（注） 平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表の開示を始めたため、同期の平成18年３月期第３四半期に対する

増減率は、売上高を除き記載しておりません。

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △26 90 － －

19年３月期第３四半期 14 99 － －

19年３月期 58 11 － －

（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

20年３月期第３四半期 37,253 11,207 19.4 1,317 01

19年３月期第３四半期 25,291 7,300 28.9 1,320 73

19年３月期 24,559 7,535 30.7 1,363 69

（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

20年３月期第３四半期 △849 770 3,078 4,102

19年３月期第３四半期 247 △146 551 1,542

19年３月期 986 △82 △698 1,098
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２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当り

当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,800 17.2 750 △29.4 480 △40.3 190 △40.9 34 61

３．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

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

（3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．上記に記載した予想数値は、多分に不確定要素を含んでおり、また、今後の経営環境の変化等により、実際の業績

は大きく異なる可能性があります。

２．当第３四半期において連結子会社の異動があったことから、平成19年11月９日公表の連結業績予想を増額修正いた

しました。詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期における宝飾品業界は、金・プラチナ等の原材料価格の高騰や個人消費の伸び悩み、景気の先行きに対

する不透明感が増したことなどから高額商品を中心に不振であり、依然として厳しい環境にありました。

当第３四半期における当社グループの取組みとしては、店舗展開では、当社では不採算店の圧縮に努めた結果、新規

出店２店、退店８店で12月末の店舗数は235店（前年同月末247店）となり、メガネ小売業態の連結子会社キンバレー株

式会社では、出店先デベロッパーへの認知が進んだことから出店を加速した結果、新規出店12店、退店１店で12月末の

店舗数は32店（前年同月末21店）となりました。

以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高126億49百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益３億25百万円（前年同

期比39.8％減）、経常損失25百万円（前年同期は経常利益３億39百万円）となり、店舗設備等の固定資産に係る減損損

失66百万円等の特別損失１億26百万円を計上したことなどにより第３四半期純損失は１億48百万円（前年同期は純利益

82百万円）となりました。

なお、当社は、平成19年12月13日公表の「あずみ株式会社株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関する

お知らせ」に記載のとおり、同社を平成19年12月20日に連結子会社化しましたが、連結の開始日を当第３四半期末日と

したため、同社の連結子会社化に伴う当第３四半期業績への影響は軽微であります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の財政状態は、前連結会計年度末から総資産では126億94百万円、負債の部では90億22百万円、純

資産では36億72百万円それぞれ増加いたしました。主な増加要因は、あずみ株式会社の連結子会社化によるものであ

り、連結調整前で同社の当第３四半期末の総資産は147億51百万円、負債の部は56億85百万円であり、純資産では同

社の少数株主持分39億78百万円を計上いたしました。また、同社への投資の連結消去等により関係会社株式が26億12

百万円減少し、同社株式の公開買付け資金21億90百万円の調達などにより短期借入金が26億29百万円増加いたしまし

た。

　当第３四半期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物はあずみ株式会社の期末現金及び現金同

等物28億38百万円等により期首より30億４百万円増加し、41億２百万円（前年同期比165.9％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは８億49百万円の支出（前年同期は２億47百万円の収入）とな

りました。これは主にたな卸資産の増加４億86百万円、売上債権の増加２億61百万円及び法人税等の支払１億98百万

円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）

　当第３四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは７億70百万円の収入（前年同期は１億46百万円の支出）とな

りました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入６億５百万円及び敷金保証金の返還３億50

百万円の収入と、固定資産の取得１億４百万円及び敷金保証金の差入66百万円の支出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）

　当第３四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは30億78百万円の収入（前年同期比25億26百万円の収入増）と

なりました。これは主に短期借入金の増加24億79百万円及び社債による収入６億98百万円（純額）の収入と、配当金

97百万円の支払いによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年３月期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）の連結業績予想について、平成19年11月９日公表の業績

予想を修正いたします。

 （１） 平成20年３月期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）連結業績予想の修正 （百万円未満切捨て） 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ） 17,000 700 400 150

今回修正（Ｂ） 20,800 750 480 190

増減額（Ｂ－Ａ） 3,800 50 80 40

増減率 22.4 ％ 7.1 ％ 20.0 ％ 26.7 ％
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（２） 修正理由

「１．連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり、あずみ株式会社を平成19年12月20日に連結子会社化

しましたが、これに伴い、同社の平成20年１月１日より同３月31日までの期間の予想売上高38億円、営業利益50百

万円を増額し、経常利益では連結子会社化に伴い発生した負ののれんの償却額等の調整後で80百万円、当期純利益

では更に少数株主持分の調整を行い40百万円増額いたしました。

なお、今回の業績予想においては、同社の連結子会社化に伴う影響によるものを除き、修正を行っておりません。

４．その他

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

当社が平成19年11月13日から平成19年12月12日までを公開買付期間として実施したあずみ株式会社の普通株式に

対する公開買付けにより、同社は同12月20日付けで当社の連結子会社となりました。同社は当社の特定子会社に該

当します。

（２） 会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用の計上の他、たな卸資産について実地たな卸しを省略するなど一部の会計処理において簡便な方法を採

用しております。

（３） 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
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５．四半期連結財務諸表

（1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 1,542,992 4,102,331 2,559,339 1,098,141

受取手形及び売掛金 1,579,124 3,239,790 1,660,665 1,466,958

たな卸資産 9,960,887 15,542,270 5,581,383 10,075,328

その他 847,952 1,285,209 437,257 793,001

貸倒引当金 △18,293 △25,770 △7,477 △19,545

流動資産合計 13,912,662 24,143,831 10,231,168 73.5 13,413,884

Ⅱ　固定資産

１.有形固定資産

土地 1,229,352 1,236,473 7,121 1,228,618

その他 1,087,373 1,951,065 863,691 1,063,173

有形固定資産合計 2,316,725 3,187,538 870,813 37.6 2,291,792

 ２.無形固定資産 44,673 73,581 28,907 64.7 44,322

 ３.投資その他の資産

関係会社株式 2,726,843 151,707 △2,575,136 2,763,758

敷金保証金 3,843,397 6,602,725 2,759,327 3,788,103

賃貸建物 120,835 114,751 △6,084 119,254

賃貸土地 489,429 478,429 △11,000 489,429

その他 1,903,644 2,533,983 630,338 1,715,979

貸倒引当金 △67,092 △32,568 34,524 △67,092

投資その他の資産合計 9,017,058 9,849,029 831,971 9.2 8,809,432

固定資産合計 11,378,457 13,110,150 1,731,692 15.2 11,145,547

資産合計 25,291,120 37,253,981 11,962,860 47.3 24,559,431
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形及び買掛金 731,943 1,735,545 1,003,601 915,837

短期借入金 350,500 2,940,000 2,589,500 311,000

一年以内返済予定の長
期借入金

4,711,600 5,204,150 492,550 5,310,750

一年以内償還予定の社
債

740,000 1,080,000 340,000 820,000

賞与引当金 1,943 175,984 174,040 7,626

その他 601,494 3,863,958 3,262,463 682,560

流動負債合計 7,137,482 14,999,637 7,862,154 110.2 8,047,774

Ⅱ　固定負債

社債 1,870,000 2,120,000 250,000 1,640,000

長期借入金 8,369,800 6,874,250 △1,495,550 6,726,500

退職給付引当金 33,356 1,082,032 1,048,675 18,959

役員退職慰労引当金 304,763 407,873 103,110 307,965

その他 275,337 562,506 287,169 282,845

固定負債合計 10,853,256 11,046,661 193,405 1.8 8,976,271

負債合計 17,990,738 26,046,298 8,055,560 44.8 17,024,045

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

資本金 1,571,841 1,571,841 － 1,571,841

資本剰余金 1,493,512 1,493,512 － 1,493,512

利益剰余金 4,056,720 3,982,678 △74,042 4,295,259

自己株式 △49,216 △70,733 △21,517 △50,602

株主資本合計 7,072,856 6,977,297 △95,559 △1.4 7,310,010

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差
額金

213,281 240,084 26,803 211,305

為替換算調整勘定 14,243 12,004 △2,239 14,071

評価・換算差額等合計 227,525 252,089 24,563 10.8 225,376

Ⅲ　少数株主持分 － 3,978,295 3,978,295 － －

純資産合計 7,300,382 11,207,682 3,907,300 53.5 7,535,386

負債純資産合計 25,291,120 37,253,981 11,962,860 47.3 24,559,431
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（2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 12,968,328 12,649,431 △318,897 △2.5 17,741,814

Ⅱ　売上原価 4,985,874 4,895,783 △90,091 △1.8 6,828,118

売上総利益 7,982,453 7,753,648 △228,805 △2.9 10,913,696

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,441,897 7,428,081 △13,815 △0.2 9,851,476

営業利益 540,556 325,566 △214,989 △39.8 1,062,219

Ⅳ　営業外収益 237,375 159,005 △78,370 313,252

Ⅴ　営業外費用 438,776 509,594 70,818 571,440

経常利益又は経常損失 339,156 △25,022 △364,178 － 804,032

Ⅵ　特別利益 28,719 18,761 △9,957 30,783

Ⅶ　特別損失 128,667 126,680 △1,987 165,729

税金等調整前四半期（当
期）純利益又は損失
（△）

239,207 △132,941 △372,148 － 669,086

税金費用 156,219 15,708 △140,510 △89.9 347,558

四半期（当期）純利益又
は損失（△）

82,987 △148,650 △231,638 － 321,527
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（3）連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,571,841 1,493,512 4,071,422 △36,163 7,100,612

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当 △97,690 △97,690

四半期純利益 82,987 82,987

自己株式の取得 △13,053 △13,053

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － △14,702 △13,053 △27,755

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,571,841 1,493,512 4,056,720 △49,216 7,072,856

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

280,911 8,080 288,992 7,389,604

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当 △97,690

四半期純利益 82,987

自己株式の取得 △13,053

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△67,629 6,162 △61,467 △61,467

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

△67,629 6,162 △61,467 △89,222

平成18年12月31日　残高
（千円）

213,281 14,243 227,525 7,300,382
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,571,841 1,493,512 4,295,259 △50,602 7,310,010

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当 △97,391 △97,391

四半期純損失 △148,650 △148,650

自己株式の取得 △20,131 △20,131

新規連結による減少 △45,476 △45,476

子会社間の合併による減少 △21,063 △21,063

株主資本以外の項目の当第３四
半期連結会計期間中の変動額
（純額）

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － △312,581 △20,131 △332,712

平成19年12月31日　残高
（千円）

1,571,841 1,493,512 3,982,678 △70,733 6,977,297

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

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

211,305 14,071 225,376 － 7,535,386

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当 △97,391

四半期純損失 △148,650

自己株式の取得 △20,131

新規連結による減少 △45,476

子会社間の合併による減少 △21,063

株主資本以外の項目の当第３四
半期連結会計期間中の変動額
（純額）

28,779 △2,066 26,712 3,978,295 4,005,008

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

28,779 △2,066 26,712 3,978,295 3,672,295

平成19年12月31日　残高
（千円）

240,084 12,004 252,089 3,978,295 11,207,682
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,571,841 1,493,512 4,071,422 △36,163 7,100,612

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △97,690 △97,690

当期純利益 321,527 321,527

自己株式の取得 △14,439 △14,439

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（千
円）

－ － 223,836 △14,439 209,397

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,571,841 1,493,512 4,295,259 △50,602 7,310,010

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

280,911 8,080 288,992 7,389,604

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △97,690

当期純利益 321,527

自己株式の取得 △14,439

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△69,606 5,990 △63,616 △63,616

連結会計年度中の変動額合計（千
円）

△69,606 5,990 △63,616 145,781

平成19年３月31日　残高
（千円）

211,305 14,071 225,376 7,535,386
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（4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純損益 239,207 △132,941 669,086

減価償却費 158,719 169,562 216,829

関係会社整理損 － 10,330 －

減損損失 50,582 66,951 54,128

貸倒引当金増減額 54,236 1,905 55,488

役員退職慰労引当金増減額 9,657 △24,982 12,859

退職給付引当金増減額 △45,647 9,677 △60,053

賞与引当金増減額 △8,584 △5,642 △2,901

受取利息及び受取配当金 △32,084 △27,165 △33,104

支払利息 326,884 334,238 431,099

持分法による投資損益 △135,073 △51,282 △175,040

固定資産除売却損益 28,441 49,398 63,283

投資有価証券売却益 △11,640 △221 △11,574

デリバティブ評価損益 △10,611 3,468 △5,123

売上債権の増減額 △155,457 △261,109 △43,188

たな卸資産の増減額 278,319 △486,601 164,995

前渡金の増減額 △137,555 50,919 △180,781

仕入債務の増減額 81,010 △131,480 326,518

未払金の増減額 86,101 42,228 49,020

その他 △71,567 △13,309 16,309

小計 704,937 △396,055 1,547,850

利息及び配当金の受取額 81,990 82,656 86,793

利息の支払額 △322,060 △337,348 △430,801

法人税等の支払額 △217,701 △198,672 △217,731

営業活動によるキャッシュ・フロー 247,165 △849,419 986,110

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △6,144 △1,833 △6,746

投資有価証券の売却による収入 23,315 10,370 21,610

子会社への出資による支出 △17,797 － △35,335

持分法適用会社株式の取得による支出 － △23,159 －

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入

－ 605,596 －

固定資産の取得による支出 △168,173 △104,245 △259,464

固定資産の売却による収入 － 17,899 62,295

敷金保証金の差入による支出 △132,113 △66,199 △165,246

敷金保証金の返還による収入 174,857 350,335 243,089

保険積立金の積立による支出 △52,099 △54,894 △72,095

保険契約解約による収入 34,417 47,836 34,417

貸付による支出 △5,000 △2,000 △5,000

貸付金の回収による収入 1,824 1,055 109,727

その他 33 △10,482 △9,561

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,879 770,278 △82,311

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 △903,500 2,479,000 △943,000

長期借入れによる収入 4,420,000 4,083,250 4,670,000

長期借入金の返済による支出 △3,742,650 △4,042,100 △5,036,800

社債発行による収入 1,358,797 1,358,797 1,358,797

社債の償還による支出 △450,000 △660,000 △600,000

割賦取引債務の返済による支出 △21,223 △43,484 △35,611

自己株式の取得による支出 △12,604 △25 △14,612

配当金の支払額 △97,690 △97,391 △97,690

財務活動によるキャッシュ・フロー 551,129 3,078,046 △698,917
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前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,209 △5,447 475

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 650,206 2,993,458 205,356

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 9,170 －

Ⅶ　子会社間の合併に伴う現金及び現金同
等物の増加額

－ 1,561 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の期首残高 892,785 1,098,141 892,785

Ⅸ　現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

1,542,992 4,102,331 1,098,141
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