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１．平成20年９月期第１四半期の連結業績（平成19年10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９月期第１四半期 1,115 132.3 73 － 67 － 31 －

19年９月期第１四半期 430 176.2 △97 － △41 － △43 －

19年９月期 2,858 83.5 △160  △154  △1,229  

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９月期第１四半期 0 07 0 06

19年９月期第１四半期 △0 15 － －

19年９月期 △3 43 － －

　（注）１．前年第３四半期より新たに２社が連結子会社に加わったため前年第１四半期の数値とは連結の範囲が異なり

ます。　　　　　　　　

 ２．当第１四半期における１株当たり四半期利益については、平成19年12月31日時点での発行済株式数447,692,131

株に基づき算出しております。

 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)利益については、前年第1四半期および前連結事業年度において純

損失の計上となったため記載しておりません。

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年９月期第１四半期 9,713 9,192 94.6 20 53

19年９月期第１四半期 6,145 5,952 96.8 20 85

19年９月期 9,882 9,161 92.6 20 44

　（注）１．前年第３四半期より新たに２社が連結子会社に加わったため前年第１四半期の数値とは連結の範囲が異なり

ます。　　　　　　　　

 ２．当第１四半期における１株当たり純資産については、平成19年12月31日時点での発行済株式数447,692,131株

に基づき算出しております。

 

(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９月期第１四半期 △272 △23 － 1,174

19年９月期第１四半期 △969 405 － 556

19年９月期 △1,638 △2,098 3,064 1,469

　（注）前年第３四半期より新たに２社が連結子会社に加わったため前年第１四半期の数値とは連結の範囲が異なります。
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年９月期第１四半期 － －

20年９月期第１四半期 － －

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日　～　平成20年９月30日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 2,400  190 － 170 － 150 － 0 34

通期 5,000  500 － 500 － 450 － 1 01

４．その他

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

新規 0社  除外 0社  

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

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

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、企業の設備投資動向と生産状況に陰りがあるものの輸出が増加傾

向にあり、総じて景気は緩やかに拡大いたしましたが、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の景気後退懸念

や原油の高騰による原材料価格の上昇など、先行き不透明感も出てきております。また国内においては緩やかな景気回

復により若干雇用環境の上向きが見られましたが依然とした個人消費の弱含みな推移、平均株価の低迷など、全般的な

回復には予断を許さない状況が続きました。

このような情勢下にあって当社グループは、宝飾品事業においてグループ各社の特性を生かした市場（リセール市場、

オークション市場、正規品市場等）への営業活動を個別に展開致しております。

　当社100%子会社の「株式会社アメイジングバリュー」はの国内外リセール市場及びオークション市場にて営業展開い

たしております。　

　また、正規品高級輸入時計の販売を中心に店舗営業展開を行っております「株式会社ドゥーズ」も堅調に推移した営

業展開を行っております。

平成19年４月に新たに当社グループに加わりました持株会社である株式会社ビジネスアルファ24及びその100％子会

社である株式会社エーディーアンドディーの２社が加わりＷＥＢ情報事業として、結婚情報サイト「ピュアアイ」の運

営・ＷＥＢ広告及びＷＥＢ通販事業を展開し、当社グループに安定的な売上及び収益計上致しております。

なお、同事業に関しましては当連結会計期間より通期の業績取り込みが可能となっております。

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

  この結果、第１四半期の業績は、売上高1,115百万円（前年同期比132.2％増）、営業利益73百万円、経常利益67百万

円（前年同期経常損失41百万円）、当期純利益31百万円（前年同期純損失43百万円）となり、クロニクルグループとし

て安定的な黒字体質改善への第一歩を踏み出すことができました。

　事業別の状況については、つぎのとおりです。

［宝飾品事業］

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

オークション市場への営業活動を行っておりますが、平成19年11月に開示致しました「平成19 年9 月期 決算短信の一

部追加に関するお知らせ」にてご説明いたしております海外オークション企業の業務正常化は、当第１四半期中では完

全には至らず若干時間を要することとなりましたが、国内における店舗営業が堅調に推移した結果、売上高は395百万円

（前年同期比6.6％増）となりました。

［投資事業］

昨今の経済事情を鑑み慎重に資金運用した結果、当第１四半期の売上高は11百万円（前年同期比79.9％減）となりま

した。

［ＷＥＢ情報事業］

 結婚情報サイトの運営、WEB広告等を中心に営業活動を行っており売上高は707百万円を計上し堅調に推移致しており

おります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期の財政状態について、総資産は前連結事業年度と比較し168百万円減少し9,713百万円となりました。　

これは主に現預金の減少、のれんの償却等によるものであります。

　負債につきましては、前連結事業年度と比較し200百万円減少し、520百万円となりました。これは主に未払法人税の

減少によるものであります。

　純資産は前連結事業年度と比較し31百万円増加し9,192百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるもお

であります。

（キャッシュ・フローの状況）

　営業活動の結果使用した資金は、△272百万円となりました。

　これは主に法人税等の支払額204百万円および営業出資金の増加額65百万円によるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は、△23百万円となりました。

　これは主に貸付けによる支出20百万円によるものであります。

　なお、財務活動による資金収支は0百万円となっております。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成19年11月22日の決算発表時に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現在のところ変更はございません。

 

４．その他

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

  該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　該当事項はありません。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

１．有形固定資産の減価償却方法の変更

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

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

ります。

２．無形固定資産の減価償却方法の変更

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

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

し、年間償却額を各四半期連結会計期間により按分計上しております。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
(平成19年９月期 第１四半期末)

当四半期
(平成20年９月期 第１四半期末)

（参考）
平成19年9月期

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 576,845  1,194,667  1,489,990

売掛金 1,636,168  1,504,410  1,475,483

営業投資有価証
券 

1,320,811  402,140  372,984

営業出資金 841,890  1,936,643  1,871,643

営業貸付金 294,302  146,328  118,601

商　品 904,763  1,295,378  1,302,848

前渡金 －  405  －

前払費用 －  32,866  －

その他流動資産 133,207  415,052  410,009

流動資産合計 5,707,989 92.9 6,927,894 71.3 7,041,559

Ⅱ　固定資産      

 １．有形固定資産      

　その他 137,204  159,541  162,405

  有形固定資産合計 137,204  159,541  162,405

 ２．無形固定資産      

  のれん －  2,299,166  2,349,987

　その他 2,138  44,894  46,136

  無形固定資産合計 2,138  2,344,060  2,396,125

 ３．投資その他の
　   資産 

     

　投資有価証券 －  160,000  160,000

　その他 298,741  121,669  122,072

  投資その他の資産
              合計

298,741  281,669  282,072

固定資産合計 437,814 7.1 2,785,271 28.6 2,840,603

資産合計 6,145,803 100.0 9,713,165 100.0 9,882,163
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科目

前年同四半期
(平成19年９月期 第１四半期末)

当四半期
(平成20年９月期 第１四半期末)

（参考）
平成19年9月期

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）
構成比
(%)

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 100,766  76,357  41,551

未払金 61,005  155,921  191,412

未払法人税等 2,893  60,948  203,133

賞与引当金 2,844  5,700  17,047

その他の流動負
債 

15,056  210,246  256,537

流動負債合計 182,564 94.3 509,173 5.2 709,681

Ⅱ　固定負債      

    退職給付引当金 11,060  11,563  11,379

固定負債合計 11,060 5.7 11,563 0.1 11,379

負債合計 193,625 100.0 520,737 5.3 721,060

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 3,926,000 63.9 5,461,500 56.2 5,461,500

２．資本剰余金 2,272,721 37.0 5,218,220 53.7 5,218,220

３．利益剰余金 94,378 1.4 △1,059,919 △10.9 △1,091,244

４．自己株式 △445 △0.0 △511 △0.0 △511

株主資本合計 6,292,272 102.4 9,619,289 99.0 9,587,964

Ⅱ　評価・換算差額等      

　 その他有価証券評
価差額金

△358,475  △438,861  △438,861

評価・換算差額等
合計

△358,475 △5.8 △438,861 △4.5 △438,861

Ⅲ　新株予約権 18,000 0.3 12,000 0.1 12,000

純資産合計 5,952,178 96.8 9,192,428 94.6 9,161,103

負債純資産合計 6,145,803 100.0 9,713,165 100.0 9,882,163

　（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
(平成19年９月期 第１四半期末)

当四半期
(平成20年９月期 第１四半期末)

（参考）
平成19年9月期

金額 （千円）
構成比
(%)

金額 （千円）
構成比
(%)

金額（千円）

Ⅰ　売上高 430,720 100.0 1,115,215 100.0 2,858,882

Ⅱ　売上原価 387,830 90.0 424,831 38.0 1,404,878

売上総利益 42,889 10.0 690,384 62.0 1,454,003

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

140,746 32.6 616,967 55.3 1,614,370

営業利益 △97,856 △22.7 73,416 6.5 △160,366

 Ⅳ　営業外収益 60,021 13.9 18,159 1.6 69,986

Ⅴ　営業外費用 3,740 0.9 23,792 2.1 63,982

経常利益 △41,575 △9.7 67,783 6.0 △154,363

Ⅵ　特別利益 792 0.2 22,503 2.0 1,350

Ⅶ　特別損失 － － － － 841,038

税金等調整前四半期
（当期）純利益

△40,783 △9.5 90,287 8.1 △994,051

法人税・住民税及び
事業税 

2,893 0.7 58,961 5.2 209,691

少数株主利益 － － － － 25,557

四半期（当期）純利
益

△43,676 △10.1 31,325 2.8 △1,229,299

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

前年同四半期
（平成19年9月期
  第1四半期）

当四半期
（平成20年9月期
  第1四半期）

（参考）
平成19年9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    

税引前四半期（当期）純利益 △40,783 90,287 △994,051

減価償却費 932 20,018 45,207

のれん償却額 － 38,370 76,740

貸倒引当金の増加額 － － 68,864

賞与引当金の増加額（△減少額） － △11,347 53

退職給付引当金の増加額（△減少額) 420 184 738

受取利息及び配当金 － △10,952 △5,484

支払利息 － 2,078 780

営業出資金の増加額 △120,000 △65,000 △1,150,000

営業投資有価証券評価損 － － 829,125

営業投資有価証券の減少額（△増加
額）

△406,531 △29,156 32,031

営業貸付金の増加額 △208,310 △27,727 △36,000

有形固定資産売却益 － － －

有形固定資産除却損 － － 4,913

新株交付費 － － －

未収入金の減少額 － 76,665 －

その他の資産の減少額（△増加額） △32,975 △30,326 △82,394

売上債権の減少額 49,975 △28,926 538,656

たな卸資産の増加額 △254,115 7,469 △652,200

仕入債務の増加額（△減少額） 57,429 34,806 △1,785

未払金の増加額（△減少額） 11,870 △66,223 △5,028

その他の負債の増加額 10,672 △76,385 43,042

 その他 － － 18,888

小計 △934,309 △76,166 △1,267,902

利息及び配当金の受取額 － 10,952 24,928

利息の支払額 － △2,078 △31,937

法人税等の支払額 △35,503 △204,973 △364,058

営業活動によるキャッシュ・フロー △969,813 △272,266 △1,638,969
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前年同四半期
（平成19年9月期
  第1四半期）

当四半期
（平成20年9月期
  第1四半期）

（参考）
平成19年9月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 － － △6

有形固定資産の取得による支出 － △2,087 △40,874

有形固定資産の売却による収入 － － －

投資有価証券の取得による支出 － － －

敷金保証金の支出 － － －

投資有価証券の減少 400,000 － －

貸付金の回収による収入 － 291 46,998

貸付けによる支出 5,360 △20,000 △102,980

新規連結子会社の取得による支出   － － －

連結範囲の変動に伴う子会社株式の取
得による支出

－ － △980,424

その他の投資支出 － △1,260 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 405,360 △23,056 △1,077,285

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 － － 5

社債の発行による収入 － － 2,700,000

株式の発行による収入 － － 370,000

自己株式の取得による減少 － － △66

新株予約権の発行による収入  － － －

新株予約権の取得による支出 － － △5,000

株式交付費用の支出 － － －

その他の財務支出 － － －

財務活動によるキャッシュ・フロー － － 3,064,939

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △564,453 △295,322 348,685

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,121,299 1,469,984 1,121,299

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ － －

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 556,845 1,174,661 1,469,984

　（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２．財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当連結会計期間第１四半期におきましては、変動がな

いため「－」表記いたしております。
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(4）セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

当四半期

 
宝飾品事業
（千円）

投資事業
（千円）

WEB情報事
業
 （千円）

その他事業
（千円） 

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営

業利益
       

売上高        

(1）外部顧客に

対する売上

高

395,911 11,962 707,340 － 1,115,215 － 1,115,215

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

17,533 － － 26,960 44,493 △44,493 －

計 413,445 11,962 707,340 26,960 1,159,708 △44,493 1,115,215

営業費用 474,825 11,152 542,985 18,598 1,047,921 △6,123 1,041,798

営業利益（又

は営業損失）
△61,379 449 164,355 8,361 111,787 △38,370 73,416

Ⅱ．資産、減価償

却費及び資本

的支出

       

資産 13,055,438 324,884 1,273,726 2,024,938 16,678,987 △6,965,822 9,713,165

減価償却費 1,929 10 18,074 3 20,018 － 20,018

資本的支出 － － － － － － －

　（注）１．事業区分の方法

 事業は、物品販売、投資事業、WEB情報事業、その他事業にて区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

宝飾品事業 宝飾品（高級輸入時計、宝石類）等

投資事業 営業投資有価証券、匿名組合投資等

WEB情報事業 WEB情報サイト運営、広告等

その他事業 マネージメント料等

前年同四半期

宝飾品事業
（千円）

投資事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 371,335 59,385 430,720 － 430,720

営業費用 452,788 75,788 528,577 － 528,577

営業利益 △81,453 △16,403 △97,856 － △97,856

（注）WEB情報事業につきましては、前連結事業年度第３四半期より計上しているため前年同四半期には記載されておりま

せん。
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（ご参考）前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 
宝飾品事業
（千円）

投資事業
（千円）

WEB情報事
業
 （千円）

その他事業
（千円） 

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営

業利益
       

売上高        

(1）外部顧客に

対する売上

高

1,223,336 202,057 1,433,488 － 2,858,882 － 2,858,882

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

55,862 17,840 － 98,893 172,596 △172,596 －

計 1,279,199 219,897 1,433,488 98,893 3,031,478 △172,596 2,858,882

営業費用 1,631,919 280,323 1,118,873 66,148 3,097,264 △78,016 3,019,248

営業利益（又

は営業損失）
△352,729 △60,426 314,614 32,745 △65,786 △94,580 △160,366

Ⅱ．資産、減価償

却費及び資本

的支出

       

資産 11,249,284 1,932,351 1,362,389 2,434,776 16,978,802 △7,096,638 9,882,163

減価償却費 5,945 1,021 38,060 180 45,207 － 45,207

資本的支出 － － － － － － －

　（注）１．事業区分の方法

 事業は、物品販売、投資事業、WEB情報事業、その他事業にて区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

宝飾品事業 宝飾品（高級輸入時計、宝石類）等

投資事業 営業投資有価証券、匿名組合投資等

WEB情報事業 WEB情報サイト運営、広告等

その他事業 マネージメント料等
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［所在地別セグメント情報］

当第１四半期

日本
（千円）

欧州
（千円）

米国
（千円）

アジア
（千円） 

計（千円）
消去又は全

社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,042,559 2,824 66,712 3,118 1,115,215 － 1,115,215

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
44,493 － － － 44,493 △44,493 －

計 1,087,053 2,824 66,712 3,118 1,159,708 △44,493 1,115,215

営業費用 983,986 2,502 58,740 2,692 1,047,921 △6,123 1,041,798

営業利益 103,066 321 7,972 426 111,787 △38,370 73,416

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　欧州・・・スイス　米国・・・アメリカ合衆国　アジア・・・香港等

前年同四半期

日本
（千円）

欧州
（千円）

米国
（千円）

 その他
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 295,329 117,795 239 17,355 430,720 － 430,720

営業費用 358,073 148,151 303,600 22,048 528,577 － 528,577

営業利益 △62,743 △30,355 △64 △4,693 △97,856 － △97,856

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　欧州・・・スイス　米国・・・アメリカ合衆国

（ご参考）前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 
国内

（千円）
欧州

（千円）
米国

（千円）
アジア

 （千円）
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 2,603,476 148,947 72,016 34,441 2,858,882 － 2,858,882

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
172,596 － － － 172,596 △172,586 －

計 2,776,072 148,947 72,016 34,441 3,031,478 △172,596 2,858,882

営業費用 3,041,528 32,540 15,706 7,488 3,097,264 △78,016 3,019,248

営業利益 △265,455 116,407 56,309 26,952 △65,786 △94,580 △160,366

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　欧州・・・スイス　米国・・・アメリカ合衆国　アジア・・・香港等
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