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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,209 ― △629 ― △529 ― △896 ―
20年3月期第2四半期 1,894 △36.1 △780 ― △822 ― △1,498 ―

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2四半期 △41.22 ―
20年3月期第2四半期 △80.10 ―

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2四半期 4,333 4,021 90.9 164.04
20年3月期 4,888 4,667 93.8 224.43

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,940百万円 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 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,700 △19.9 △960 ― △880 ― △1,250 ― △57.46

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  

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） 

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よる説明、その他特記事項 
１. 平成20年８月８日に公表いたしました平成21年３月期（平成20年４月1日～平成21年３月31日）の連結業績予想は、本資料において修正しております。詳細は平成20
年11月７日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２. 上記に掲載した予想数値は、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、上記予想値と異なる場合があります。 
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。  

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2四半期  24,035,822株 20年3月期  20,446,986株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  15,288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2四半期  21,769,056株 20年3月期第2四半期  18,705,424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２四半期におけるわが国の経済は、米国発のサブプライムローン問題の波及により世界の金融環境が悪化した

ことに加え、原油高や原材料の高騰による個人消費の低迷等が景気の先行きに不透明感をもたらしています。

　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。

　このような状況の中、当社グループは、ダイヤモンドを主力商品とした宝飾品の卸売業を営んでまいりましたが、

　その販売チャネルを小売事業へシフトし、インターネットによる販売及び多店舗展開による販売を中心に積極的な

業務運営を推進するとともに財務体質の改善に努めてまいりました。

　当社グループのe－ショップ事業（インターネット販売）は、雑誌媒体や若い女性に支持されている人気ファッショ

ン・アパレルブランドとのコラボレーションにより、当社の提供する商品、サービスが会員数の増加に寄与し、中で

もプリンセスガールズ及びサハ楽天市場店の業績は順調に推移しております。

　平成20年８月にはインターネット販売に特化した完全子会社株式会社バージンダイヤモンドを新たに設立し、業績

の向上を目指しております。また、平成20年８月にブライダルリングを専門とした直営店舗「バージンダイヤモンド

名古屋本店」をオープンさせ、これにより銀座本店、東京駅前店、心斎橋店、仙台本店、広島本店と６店舗まで拡大

し、更なる小売事業における売上高の増大と収益力の強化に努めております。　

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は1,209百万円（前年同期比は1,894百

万円）、営業利益は△629百万円（前年同期は営業利益△780百万円）、経常利益は△529百万円（前年同期は経常利益

△822百万円）、特別損失として投資有価証券売却損を370百万円計上したことにより、四半期純利益は△896百万円

（前年同期は四半期純利益は△1,498百万円）となりました。

　なお、前年同期につきましては参考として記載しております。

　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311百万円（前年同期比△67.9％減）、営業利益△

607百万円（前年同期は営業利益△759百万円）となり、ヨーロッパ（ロシア）は売上高898百万円（前年同期比△

3.0％減）、営業利益△61百万円（前年同期は営業利益△39百万円）となりました。

　通期の見通しにつきましては、全社的な経費削減の見直しを行い更なる業績の向上を図ってまいります。国内の小

売事業における販売では当社グループのe－ショップ事業（インターネット販売）は雑誌媒体での広告・宣伝費が増加

するもののe－ショップ事業の売上高は990百万円を見込んでおります。また、消費マインドの落ち込みがあるものの

ブライダルリングを専門とした店舗販売でのブライダル事業の売上高は330百万円を見込んでおり、その他、本社催事

販売及びデパート常設販売による宝飾事業の売上高は470百万円を見込んでおります。一方、当社海外子会社である公

開型株式会社サハダイヤモンドの原石販売によるダイヤモンド事業の売上高は910百万円見込んでおります。以上のこ

とから当社グループでの売上高は合計で2,700百万円となる見通しであります。

 

２．連結業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２四半期連結会計期間末の総資産は、4,333百万円となり、前連結会計年度末と比較して555百万円減少いたし

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

　設備投資に伴い有形固定資産が331百万円増加したものの、投資有価証券の売却による投資その他の資産の減少が

1,204百万円あったこと等により、555百万円減少いたしました。

②負債

　買掛金47百万円の増加等により90百万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123百万円増加したものの、四半期純損失896百万円の計上等により純資産は、

4,021百万円となり、前連結会計年度末と比較して646百万円減少しております。

 



（２）キャシュフローの状況

　当第２四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40百万円減少して、475百万円と

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、投資有価証券売却損370百万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894百万円等により、資金の減少は630百万円となりました。

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374百万円あったものの、投資有価

証券の売却による収入が856百万円あったこと等により、316百万円の資金の増加となりました。

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、株式の発行により246百万円の収入があったこと等により273百万

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

　　　第２四半期の業績及び今後の業界予想など踏まえて、平成20年８月８日に公表しました平成21年３月期第２四半期

　　累計期間（連結・個別）業績予想と通期（連結・個別）業績予想を修正しました。

　　　詳細は平成20年11月７日に公表しております「平成21年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差

　　異及び通期（連結・個別）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、前連結会計年度におい

て算定した貸倒実績率等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法（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」（実務対応報告　平成18年５月17日

実務対応報告第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。

 



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 475 516

受取手形及び売掛金 108 125

商品 1,572 1,352

その他 426 309

貸倒引当金 △90 △104

流動資産合計 2,493 2,198

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 171 90

その他（純額） 42 33

建設仮勘定 1,236 994

有形固定資産合計 1,450 1,119

無形固定資産   

のれん 24 －

ソフトウエア 55 57

その他 1 1

無形固定資産合計 81 58

投資その他の資産   

投資有価証券 39 1,261

その他 303 283

貸倒引当金 △33 △32

投資その他の資産合計 307 1,512

固定資産合計 1,839 2,690

資産合計 4,333 4,888

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 62 14

未払法人税等 13 14

賞与引当金 7 4

その他 224 184

流動負債合計 308 218

固定負債   

受入保証金 3 3

その他 0 0

固定負債合計 3 3

負債合計 311 221



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 7,921 7,797

資本剰余金 123 1,782

利益剰余金 △4,097 △4,983

自己株式 △2 △2

株主資本合計 3,944 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 △4 △8

評価・換算差額等合計 △4 △8

新株予約権 73 74

少数株主持分 7 7

純資産合計 4,021 4,667

負債純資産合計 4,333 4,888



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,209

売上原価 1,048

売上総利益 161

販売費及び一般管理費 790

営業利益 △629

営業外収益  

為替差益 103

その他 11

営業外収益合計 115

営業外費用  

支払利息 6

持分法による投資損失 6

その他 2

営業外費用合計 15

経常利益 △529

特別利益  

貸倒引当金戻入額 16

その他 0

特別利益合計 17

特別損失  

投資有価証券売却損 370

その他 11

特別損失合計 381

税金等調整前四半期純利益 △894

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 △896



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 △894

賞与引当金の増減額（△は減少） 3

減価償却費 38

のれん償却額 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 6

投資有価証券評価損益（△は益） 11

持分法による投資損益（△は益） 6

売上債権の増減額（△は増加） 35

たな卸資産の増減額（△は増加） △220

投資有価証券売却損益（△は益） 370

未払又は未収消費税等の増減額 △51

仕入債務の増減額（△は減少） 46

その他 42

小計 △623

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △3

営業活動によるキャッシュ・フロー △630

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 △374

無形固定資産の取得による支出 △29

投資有価証券の売却による収入 856

関係会社株式の取得による支出 △20

敷金及び保証金の差入による支出 △26

貸付けによる支出 △185

貸付金の回収による収入 91

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 316

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 246

新株予約権の発行による収入 28

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 273

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） △40

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 475



　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２四半期連結会計期間において、896百万円の四半期純損失を計上し、平成16年３月期より継続

的な損失を計上しております。

　当社グループの経営成績において、売上総損益は小売展開に伴い、利益率の改善があったものの営業損益、経常損

益が損失のほか、四半期純損益でも特別損失の発生等により大幅な損失を計上しております。その他、キャッシュ・

フロー面では、営業活動によるキャッシュ・フロー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

結会計年度末と比較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

を推進するため新３ヶ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

リー事業の確立、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当社独自のブランドによるダイヤモンド事業等、収益

基盤の確保を早期に図る計画を行い、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、今般、平成20年８月４日付で行使総額200億円の第８回新株予約権の発行を行い、

資金増強策を発表しております。また、当社グループの事業計画に賛同した投資家から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・フロー面においても新しい事業

計画の推進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四半期連結財務諸

表には反映しておりません。　

 



（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。

　　

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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 311 898 1,209 　         ― 1,209

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
0 127 127 (127)         　―

 計 311 1,025 1,337 (127) 1,209

 営業利益又は営業損失 △607 △61 △669 39 △629

(注）１.　国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　 　２.　各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　 　　 　ヨーロッパ・・・・・ロシア

 

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）　　

 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 12 898 910

Ⅱ　連結売上高（百万円）   1,209

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
1.0 74.3 75.3

(注）１.　国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　 　２.　各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　 　　　（1）アジア・・・・・・・香港

　 　　　（2）ヨーロッパ・・・・・ロシア、ベルギー

　 　３.　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）　　

　　　　該当事項はありません。

　　

６．その他の情報

　 該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
  至　平成19年９月30日)

金額（百万円）

 Ⅰ 売上高 1,894

 Ⅱ 売上原価 2,009

 　 売上総損失 115

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 665

 　 営業損失 780

 Ⅳ 営業外収益 6

 Ⅴ 営業外費用 47

　  経常損失 822

 Ⅵ 特別利益 27

 Ⅶ 特別損失 717

　  投資有価証券評価損 523

　  貸倒引当金繰入額 95

　  減損損失 97

　　その他 　 0

　　税金等調整前四半期純損失 1,511

　　法人税・住民税及び事業税 0

　　少数株主利益 △14

　　四半期（当期）純損失 1,498



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
  至　平成19年９月30日)

区分 金額（百万円）

 Ⅰ営業活動によるキャッシュ・
　 フロー

 

税金等調整前中間純利益 △1,511

減価償却費　 25

有形固定資産売却益 △27

有形固定資産除売却損 0

賞与引当金の増加額 0

貸倒引当金の増加額　 154

受取利息及び受取配当金 △2

減損損失 97

売上債権の減少額 62

投資有価証券売却損　 0

たな卸資産の減少額　 338

投資有価証券評価損　 523

未収消費税額の増加額　 △15

仕入債務の増加額 14

その他 △11

小計 △350

利息及び配当金の受取額　 2

法人税等の支払額　　 △14

　 営業活動によるキャッシュ・
　
　 フロー　

△363



前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
  至　平成19年９月30日)

区分 金額（百万円）

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ
　  ュ・フロー

 

投資有価証券の取得による支
出　

△691

投資有価証券の売却による収
入

20

有形固定資産の取得による支
出

△477

有形固定資産の売却による収
入

560

無形固定資産の取得による支
出

△70

投資不動産の売却による収入 15

貸付による支出 △0

貸付金の回収による収入 0

その他 34

　投資活動によるキャッシュ・
　フロー

△609

 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　 1,428

 株式交付費の支出 △21

 自己株式の売却による収入 0

 自己株式の取得による支出 △2

 財務活動によるキャッシ 
 ュ・フロー

1,404

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係
　　る換算差額

1

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
　  加額（又は減少額）

433

 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

1,104

 



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　　　宝飾品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める

　　　割がいずれも90％を超えるため、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。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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 968 926 1,894 － 1,894

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 221 221 (221) － 

計 968 1,147 2,115 (221) 1,894

営業費用 1,727 1,187 2,914 (239) 2,675

営業利益（又は営業損失） △759 △39 △798  　　　　　17 △780

　（注）　１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

    ヨーロッパ……ロシア、ベルギー

　        ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に配賦不能営業費用はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 212 959 1,171

Ⅱ　連結売上高（百万円）   1,894

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.2 50.7 61.9

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。

　　　　　（１）アジア・・・・・香港

　　　　　（２）ヨーロッパ・・・ロシア、ベルギー

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。　

 


	(株）サハダイヤモンド（9898）平成21年３月期　第２四半期決算短信: (株）サハダイヤモンド（9898）平成21年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -


