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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 6,930 ― △149 ― △367 ― △377 ―

20年3月期第1四半期 3,725 △5.3 △105 ― △281 ― △224 ―

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 △68.69 ―

20年3月期第1四半期 △40.59 ―

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 35,212 10,891 19.7 1,266.65
20年3月期 36,193 11,415 20.5 1,349.46

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,952百万円 20年3月期  7,407百万円

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 ― ― ― 17.50 17.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 17.50 17.50

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  無  
 

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 16,000 102.4 170 ― 30 ― △110 ― △20.04

通期 34,600 61.2 1,550 56.5 1,250 144.9 350 272.2 63.76

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  

（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。  

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料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。実際の業績は、業況の変化等によ
り、予想数値と異なる場合があります。 
２．平成20年５月16日公表の連結業績予想の見直しを行っておりません。 
３．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  5,600,000株 20年3月期  5,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  110,750株 20年3月期  110,750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  5,489,250株 20年3月期第1四半期  5,525,750株
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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１四半期におけるわが国経済は、企業部門では、原油・原材料価格の急速な上昇などが企業収益を圧迫し、設

備投資が減速するなど、停滞感を強めました。また、個人消費は、雇用環境が弱含んでいることや、賃金が上昇しな

いなかでのガソリンや食品などの値上げにより、消費者が生活防衛意識を強めたことから、低調に推移しました。

　当宝飾品業界では、低調な個人消費に併せて、原材料である金・プラチナの価格が高止まっており、前期に引き続

き厳しい経営環境にありました。

　以上の状況の下、当社は、前期に子会社となったあずみ株式会社とのシナジーの最大化を図るため、売れ筋商品の

相互供給や共同の販売企画を実施してまいりました。また、店舗展開では、当社では、新規出店１店、退店３店で当

四半期末の店舗数は227店となり、あずみ株式会社では新規出店１店で196店となりました。また、メガネ小売のキン

バレー株式会社では新規出店１店で32店となりました。

　以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高69億30百万円（前年同期比86.0％増）、営業損失１億49百万円（前年

同期は営業損失１億５百万円）、経常損失は海外子会社での為替差損の発生などにより３億67百万円（同経常損失２

億81百万円）となり、店舗設備等の固定資産に係る減損損失42百万円等の特別損失70百万円を計上したことなどによ

り、四半期純損失は３億77百万円（同四半期純損失２億24百万円）となりました。

前年同期比の主な増減要因は、平成19年12月に連結子会社となったあずみ株式会社の業績によるものであり、同社

の当四半期の個別業績は、売上高34億72百万円（前年同期比6.8％増）、営業損失54百万円（前年同期は営業損失１億

26百万円）、経常損失22百万円（同経常損失95百万円）となり、四半期純損失は48百万円（同四半期純損失１億34百

万円）となりました。　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。　

＜宝飾品小売事業＞

当第１四半期の宝飾品小売事業の売上高は63億円となり、営業損失は２億１百万円となりました。　

＜宝飾品卸売事業＞　

当第１四半期の宝飾品卸売事業の売上高は６億30百万円となり、営業利益は44百万円となりました。　

　　上記セグメントの業績の営業利益については、セグメント間取引消去前の金額を記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の42億35百万円より11億86百万円減

少し、30億49百万円となりました。

（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９億99百万円の支出となりました。これは主に売上債権の減少６億35百万円

等の資金増加と、たな卸資産の増加５億27百万円、税金等調整前四半期純損失４億34百万円、法人税等の支払額４億

24百万円及び一括ファクタリング方式により振替えた仕入債務等の未払金の減少３億64百万円等の資金減少によるも

のであります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは２億88百万円の支出となりました。これは主に敷金保証金の回収１億５百万

円等の収入と、定期預金の預入れ２億９百万円、固定資産の取得１億11百万円及び敷金保証金の差入れ63百万円等の

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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは１億６百万円の収入となりました。これは主に短期借入金の増加３億40百万

円及び社債の１億91百万円の収入（純額）と、長期借入金の減少２億64百万円（純額）、配当金の支払94百万円及び

少数株主への配当金の支払44百万円等の支出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21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月16日に公表いたしました連結業績予想の見直しを

行っておりません。　
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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）

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（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法

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

において算定した貸倒実績率等の合理的な基準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たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している減価償却資産については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定しております。

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測及びタックス・

プランニングを利用し、算定しております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。　

（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

（会計基準等の改正に伴う変更）

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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。

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価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）が適用され

たことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照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、この変更による損益に与える影響はありません。

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　

当第１四半期連結会計期間より、「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」

（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。　

なお、この変更による損益に与える影響はありません。

④リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期

連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。なお、リース取引開始日が当第１四半期連結会計期間前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

なお、この変更による損益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 3,712,537 4,689,854

受取手形及び売掛金 2,046,627 2,682,572

商品 5,095,697 4,738,505

製品 6,745,160 6,671,162

原材料 1,865,649 1,687,374

仕掛品 1,480,737 1,574,727

その他 1,355,740 1,156,859

貸倒引当金 △11,073 △14,153

流動資産合計 22,291,076 23,186,902

固定資産   

有形固定資産 3,056,002 3,067,144

無形固定資産 110,376 86,505

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,459,351 6,571,033

その他 3,309,657 3,296,118

貸倒引当金 △14,101 △14,616

投資その他の資産合計 9,754,907 9,852,535

固定資産合計 12,921,285 13,006,185

資産合計 35,212,362 36,193,088

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,199,221 1,354,838

短期借入金 690,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 4,950,950 4,852,600

1年内償還予定の社債 1,120,000 1,020,000

未払法人税等 98,794 494,686

引当金 191,826 412,198

その他 2,894,096 2,863,877

流動負債合計 11,144,888 11,348,200

固定負債   

社債 2,490,000 2,380,000

長期借入金 8,671,450 9,033,900

退職給付引当金 1,147,422 1,112,556

役員退職慰労引当金 353,136 416,162

負ののれん 126,184 134,618

その他 387,654 352,423

固定負債合計 13,175,846 13,429,660

負債合計 24,320,735 24,777,861

4

エステール㈱　（7872）　平成21年３月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,571,841 1,571,841

資本剰余金 1,493,512 1,493,512

利益剰余金 3,753,319 4,225,356

自己株式 △70,733 △70,733

株主資本合計 6,747,939 7,219,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 222,893 183,016

為替換算調整勘定 △17,856 4,544

評価・換算差額等合計 205,036 187,560

少数株主持分 3,938,651 4,007,689

純資産合計 10,891,627 11,415,226

負債純資産合計 35,212,362 36,193,088
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 6,930,755

売上原価 2,795,118

売上総利益 4,135,636

販売費及び一般管理費 4,284,932

営業損失（△） △149,295

営業外収益  

受取利息 5,040

受取配当金 34,619

負ののれん償却額 8,434

持分法による投資利益 276

その他 54,988

営業外収益合計 103,359

営業外費用  

支払利息 117,593

為替差損 173,951

その他 30,070

営業外費用合計 321,615

経常損失（△） △367,551

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,594

投資有価証券売却益 639

特別利益合計 4,234

特別損失  

固定資産除売却損 7,615

店舗閉鎖損失 8,488

減損損失 42,078

役員退職慰労金 12,737

特別損失合計 70,919

税金等調整前四半期純損失（△） △434,236

法人税等 △39,864

少数株主損失（△） △17,335

四半期純損失（△） △377,037
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △434,236

減価償却費 110,952

減損損失 42,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,594

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,957

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63,026

賞与引当金の増減額（△は減少） △186,145

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,250

受取利息及び受取配当金 △39,660

支払利息 117,593

売上債権の増減額（△は増加） 635,663

たな卸資産の増減額（△は増加） △527,375

仕入債務の増減額（△は減少） △169,344

未払金の増減額（△は減少） △364,524

その他 357,935

小計 △497,974

利息及び配当金の受取額 39,495

利息の支払額 △116,824

法人税等の支払額 △424,462

営業活動によるキャッシュ・フロー △999,766

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 △209,000

固定資産の取得による支出 △111,051

敷金及び保証金の差入による支出 △63,057

敷金及び保証金の回収による収入 105,169

その他 △10,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,639

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（△は減少） 340,000

長期借入れによる収入 950,000

長期借入金の返済による支出 △1,214,100

社債の発行による収入 481,410

社債の償還による支出 △290,000

割賦債務の返済による支出 △21,136

配当金の支払額 △94,999

少数株主への配当金の支払額 △44,988

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,186,317

現金及び現金同等物の期首残高 4,235,804

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,049,487
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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

　該当事項はありません。

（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）

宝飾品小売事業
（千円）

宝飾品卸売事業
（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 6,300,009 630,745 6,930,755 － 6,930,755

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,485 31,757 35,243 △35,243 －

計 6,303,495 662,503 6,965,999 △35,243 6,930,755

営業利益又は損失（△） △201,192 44,254 △156,938 7,642 △149,295

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．事業区分の主な内容

（１）宝飾品小売事業　　店舗販売・展示会販売等

（２）宝飾品卸売事業　　国内販売・ルート販売等

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）　

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、記載を省略しております。　

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）　

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「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（千円）

Ⅰ　売上高 3,725,232

Ⅱ　売上原価 1,365,648

売上総利益 2,359,583

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,464,584

営業損失（△） △105,001

Ⅳ　営業外収益 43,842

Ⅴ　営業外費用 219,905

経常損失（△） △281,064

Ⅵ　特別利益 5,466

Ⅶ　特別損失 55,178

税金等調整前四半期純損失
（△）　

△330,775

税金費用 △106,490

四半期純損失（△） △224,284
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（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（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純損益　 △330,775

減価償却費　 51,655

減損損失　 53,852

貸倒引当金増減額　 △9,433

役員退職慰労引当金増減額　 △31,427

退職給付引当金増減額　 △7,676

賞与引当金増減額　 △5,760

受取利息及び受取配当金　 △25,860

支払利息　 108,544

持分法による投資損益　 36,316

固定資産除売却損益　 1,697

デリバティブ評価損益　 △534

売上債権の増減額　 297,352

たな卸資産の増減額　 △291,154

仕入債務の増減額　 △234,216

その他流動資産負債の増減額　 △5,440

小計 △392,860

利息及び配当金の受取額　 55,100

利息の支払額　 △106,959

法人税等の支払額　 △188,660

営業活動によるキャッシュ・フロー △633,380

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　 △633

子会社への出資による支出　 △1,200

固定資産の取得による支出　 △4,688

敷金保証金の差入れによる支出　 △5,205

敷金保証金の返還による収入　 126,508

保険積立金の積立による支出　 △19,996

貸付金の回収による収入　 363

その他投資等増減額　 4,271

投資活動によるキャッシュ・フロー 99,419
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

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　 315,000

長期借入れによる収入　 2,050,000

長期借入金の返済による支出　 △1,271,150

社債発行による収入　 679,398

社債の償還による支出　 △220,000

割賦取引債務の返済による支出　 △10,018

配当金の支払額　 △97,391

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,445,839

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,485

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 909,393

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,098,141

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,007,535
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