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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 503 △31.1 △256 ― △105 ― △461 ―

20年3月期第1四半期 731 △39.5 △325 ― △271 ― △724 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △22.00 ―

20年3月期第1四半期 △39.40 ―

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

21年3月期第1四半期 5,437 4,348 78.5 199.13
20年3月期 4,888 4,667 93.8 244.43

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,267百万円 20年3月期  4,585百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 980 △48.3 △460 ― △480 ― △930 ― △49.16

通期 2,500 △34.6 △980 ― △985 ― △1,440 ― △69.62

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注）詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】4その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  21,446,986株 20年3月期  20,446,986株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  14,806株 20年3月期  13,824株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  20,932,671株 20年3月期第1四半期  18,354,266株



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１四半期のわが国の経済は、原油・穀物などの原材料価格の高騰が物価上昇を引き起こし、景気の減速感が加

速して消費にも影響を与えております。

  当社グループの属する宝飾業界においても、消費マインドの落ち込みにより厳しい経営環境となっております。

  このような状況のなか、当社グループはその販売チャンネルを卸売事業から完全撤退して、今後の成長が期待され

るブライダルジュエリーへ進出し小売事業の元年と位置づけて稼動を開始いたしました。具体的には、銀座本店を初

めとして５店舗の出店、e－ショップ事業（インターネット販売）の構築を中心にサハ共和国のダイヤモンド研磨工場

で作られたバージンダイヤモンドのブランドを活用して、市場での差別化を図り企業イメージを一新しスタートいた

しました。

　以上の結果、当第１四半期の連結業績につきましては、売上高は503百万円（前年同期比31.1％減）、営業利益は△

256百万円（前年同期比21.2％減）、経常利益は△105百万円（前年同期比△61.0％減）特別損失として投資有価証券

評価損を346百万円計上したことにより、四半期純利益は△461百万円（前年同期比△36.4％減）となりました。

　所在地別セグメントでは、国内が小売事業の構築中のため売上高116百万円（前年同期比△76.6％減）、営業利益△

268百万円（前年同期比△12.4％減）となり、ヨーロッパ（ロシア）は売上高450百万円（前年同期比△2.5％減）、営

業利益△27百万円（前年同期比△75.9％減）となりました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、5,437百万円となり、前連結会計年度末と比較して548百万円増加いたし

ました。資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。

①資産

　投資有価証券評価損の発生により、投資有価証券が378百万円減少したものの、現金及び預金が701百万円増加した

ことにより、548百万円増加いたしました。

②負債

　短期借入金800百万円の増加等により867百万円増加しております。

③純資産

　新株予約権の行使により資本金が66百万円増加したものの、四半期純損失461百万円の計上等により純資産は、4,348

百万円となり、前連結会計年度末と比較して318百万円減少しております。

（２）キャシュフローの状況

　当第１四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して701百万円増加して、1,217百万

円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券評価損346百万円などの資金の増加がありましたが、税金等調

整前四半期純損失458百万円等により、資金の減少は124百万円となりました。

②投資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・フローについては、有形固定資産の取得による支出111百万円等により、106百万円の

減少となりました。

③財務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・フローについては、短期借入金の増加800百万円、株式の発行により132百万円の収入

があったこと等により931百万円の増加となっております。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は、第１四半期の実績と第２四半期の進捗状況並びに見通しを勘案した結果、売上高、営業利

益、経常利益につきましては、当初予想の修正はありません。

　純利益につきましては、平成20年７月23日付で「投資有価証券売却損の発生に関するお知らせ」で発表いたしまし

た特別損失の発生等が影響して業績予想を修正しております。

　詳細は、本日、別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　



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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率等が前年連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないものと認められるため、前連結会計年度にお

いて算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②法人税等の計上基準

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算定項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法をとって

おります。　

　（３）四半期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　

　　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　　「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」

　　（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸

　　表を作成しております。 

　　②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　たな卸資産については、従来主として移動平均法による原価方法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間

　　より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主とし

　　て移動平均法による原価（貸借対諸表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており

　　ます。なお、この変更に伴う損益への影響はありません。

　　③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年5月17

　　日実務対応報告18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更

　　による損益に与える影響はありません。

　　④法人税等の計上基準

　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法をとってお

　　ります。

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,217 516

受取手形及び売掛金 68 125

商品 1,448 1,352

その他 386 309

貸倒引当金 △112 △104

流動資産合計 3,008 2,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 148 95

減価償却累計額 11 4

建物及び構築物（純額） 137 90

その他 90 78

減価償却累計額 50 44

その他（純額） 40 33

建設仮勘定 1,034 994

有形固定資産合計 1,212 1,119

無形固定資産   

ソフトウエア 54 57

その他 1 1

無形固定資産合計 56 58

投資その他の資産   

投資有価証券 883 1,261

その他 310 283

貸倒引当金 △34 △32

投資その他の資産合計 1,159 1,512

固定資産合計 2,428 2,690

資産合計 5,437 4,888

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21 14

短期借入金 800 －

未払法人税等 4 14

引当金   

賞与引当金 11 4

その他 246 184

流動負債合計 1,085 218

固定負債   

受入保証金 3 3



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

その他 0 0

固定負債合計 3 3

負債合計 1,088 221

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,864 7,797

資本剰余金 66 1,782

利益剰余金 △3,662 △4,983

自己株式 △2 △2

株主資本合計 4,265 4,594

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 1 △8

評価・換算差額等合計 1 △8

新株予約権 72 74

少数株主持分 8 7

純資産合計 4,348 4,667

負債純資産合計 5,437 4,888



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 503

売上原価 423

売上総利益 80

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 337

営業利益 △256

営業外収益  

為替差益 152

その他 4

営業外収益合計 157

営業外費用  

支払利息 3

持分法による投資損失 3

その他 0

営業外費用合計 6

経常利益 △105

特別利益  

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

投資有価証券評価損 346

その他 5

特別損失合計 352

税金等調整前四半期純利益 △458

法人税、住民税及び事業税 2

少数株主利益 0

四半期純利益 △461



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 △458

減価償却費 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 3

投資有価証券評価損益（△は益） 346

持分法による投資損益（△は益） 3

売上債権の増減額（△は増加） 98

たな卸資産の増減額（△は増加） △96

仕入債務の増減額（△は減少） △16

その他 3

小計 △101

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー △124

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △111

投資有価証券の取得による支出 △20

投資有価証券の売却による収入 68

貸付けによる支出 △20

貸付金の回収による収入 3

その他 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △106

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 800

株式の発行による収入 132

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 931

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 701

現金及び現金同等物の期首残高 516

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,217



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　　　当社グループは、第１四半期累計期間において、461百万円の四半期純損失を計上し、平成16年３月期より継続的

　　な赤字を計上しております。これにより、当社には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。

　　　当社グループの経営成績において、売上総利益は小売展開に伴う利益率に改善をみたものの売上高が未達により経

　　常利益が赤字となったほか、四半期純利益でも特別損失の発生により大幅な赤字を計上しております。その他、キャ

　　ッシュ・フロー面では、営業活動面でもマイナスとなったほか、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比

　　し減少しております。このような状況により継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。

　　　当社グループは、当該事項を解消するために、相対的に利益率の高い小売事業へ早期にシフトし、事業基盤の改革

　　を推進するために新３か年計画を実行することといたしました。具体的には、小売事業の基幹としてブライダルジュ

　　エリーの確立、インターネットによるサイトを拡充したｅ－ショップ事業の推進、サハ共和国からのダイヤモンド原

　　石・研磨から生れたバージンダイヤモンドの特性を生かしたブランドによりダイヤモンド事業等、収益基盤の確保を

　　図る計画を行ってまいります。これにより営業キャッシュ・フローの増大、営業収益の向上を図ってまいります。

　　　これらの事業を推進するために、投資有価証券の資金化を実行すると共に、今般、第８回新株予約権の発行に関し

　　ての資金増強策を発表いたしました。当グループの新事業計画に賛同した投資家から支援を得て、新株予約権の権利

　　行使を得て、資本の増強が得られることにより繰越損失の解消が図れるとともに、キャッシュ・フロー面でも新しい

　　事業計画の推進に邁進できる体制作りが整って事業の伸展が図れると考えております。

　　　四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期財務諸表には反

　　映しておりません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　　　宝飾事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の

　　金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

 
日本

（百万円）

ヨーロッパ

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 116 387 503 ― 503

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
― 62 62 (62) ―

 計 116 450 566 (62) 503

 営業利益又は営業損失 △268 △27 △295 (62) △256

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 12 387 400

Ⅱ　連結売上高（百万円）   503

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
2.5 77.0 79.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 731

Ⅱ　売上原価 724

 　　売上総利益 6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 331

 　　営業損失 325

 Ⅳ  営業外収益 　                    53

 Ⅴ  営業外費用 　                    ―

　   経常損失 271

 Ⅵ  特別利益 　                    ―

 Ⅶ  特別損失 452

　   投資有価証券評価損 452

　　 その他 　 0

　　 税金等調整前四半期
　　 純利益

724

　　 法人税・住民税及び事業税 0

　　 少数株主利益 0

　　 四半期（当期）純損失 724



（２）（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20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前四半期（当期）
純損失

△724

減価償却費　 12

貸倒引当金の増加額　 0

賞与引当金の増減額 3

投資有価証券評価損　 452

売上債権の減少額　 66

たな卸資産の増減額　 70

未収消費税額の増減額　 7

仕入債務の減少額 △20

その他 41

小計 △90

利息及び配当金の受取額　 0

法人税等の支払額　　 △14

営業活動によるキャッ
シュ・フロー　

△104

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　

△628

有形固定資産による支出 △133

その他 △0

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△763

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

株式の発行による収入　 1,414

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,414

　Ⅳ　現金及び現金同等物に係
　　　る換算差額

0

　Ⅴ 現金及び現金同等物の増
　 　加額（又は減少額）

546

　Ⅵ 現金及び現金同等物の期
　　 首残高

670

　Ⅶ　現金及び現金同等物の期
　　  末残高

1,217
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