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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 5,412 ― △343 ― △379 ― △868 ―

20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △38.33 ―

20年3月期第2四半期 ― ―

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 12,340 8,535 69.2 370.04
20年3月期 13,307 9,411 70.7 454.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,535百万円 20年3月期  9,404百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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  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

通期 12,224 ― 88 ― 49 ― △597 ― △26.35

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業務予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）当社は、決算期を１月31日から３月31日に変更いたしました。この変更に伴い、前期の決算は、平成19年11月１日から平成20年３月31日までの変則決算となってい
るため、売上高等の対前期増減率、平成20年３月期第２四半期の連結経営成績及び期中平均株式数（四半期連結累計期間）は記載しておりません。 
（２）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想業績と異なる可能性が
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2四半期  24,654,825株 20年3月期  19,654,825株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,587,673株 20年3月期  1,588,273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  22,657,869株 20年3月期第2四半期  ―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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題の深刻化による金融市場の混

乱によって世界的な信用収縮が懸念され、景気の後退局面の色合いが強まる展開となりました。 

  このような状況のもと、当社グループはダイヤモンドの原石を購入する権利を持つ原石研磨企業（サイトホルダ

ー）のグループ企業となったことにより、最高級品質のダイヤモンドをお客様へ提供することが実現いたしました。

また、創業60周年を迎え「ベリテ＝誠実」を変わることなく守り、進化し続けるベリテとお客様への感謝の気持ちを

表現する、60周年キャンペーンを実施いたしております。 

  しかしながら、平成20年７月31日開催の取締役会において経営資源を効率的に活用するため不採算部門の整理を

目的として、平成20年10月31日付でソシエテ・デュ・フィガロ（フィガロ社）とのジュエリーに関する「ライセンス

契約」を解除すること及び関連店舗の撤退を決議し、関連店舗の閉店を前倒しして実施いたしました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は5,412百万円、営業損失343百万円、経常損失379百万円

となり、特別損失として事業撤退損201百万円を計上したこと等により、四半期純損失は868百万円となりました。 

   

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 

 （総資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は12,340百万円となり、前連結会計年度末に比べ、967百万円減少い

たしました。これは主に、商品の増加が384百万円となりましたが、仕入債務の支払等により現金及び預金が589百万

円減少し、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金が277百万円減少したこと及び有価証券の売却252百万円によるも

のであります。 

 （負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は3,804百万円となり、前連結会計年度末に比べ、91百万円減少い

たしました。これは主に、リース資産減損勘定の取崩35百万円及び役員退職慰労金の支払等により、固定負債が61百

万円減少したことによるものであります。 

 （純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は8,535百万円となり、前連結会計年度末に比べ、875百万円減少いた

しました。これは主に、四半期純損失868百万円を計上したことによるものであります。 

 （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連

結会計年度末と比べ841百万円減少し、1,647百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は683百万円となりました。これは主に、事業撤退

損201百万円、売上債権の減少277百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失844百万円の計上及びたな卸資

産の増加396百万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２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は147百万円となりました。これは主に、貸付けに

よる支出100百万円及び有形固定資産の取得による支出80百万円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２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は0百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月４日に開示いたしましたとおり、当連結会計年度を初

年度とする新中期経営計画に従い、収益構造の再構築と収益力の回復を最優先課題とし、不採算店舗の撤退、販売管

理費の削減及び仕入原価の低減による粗利益率の向上を図ってまいります。従いまして、売上高12,224百万円、営業

利益88百万円、経常利益49百万円、当期純利益△597百万円に平成20年７月31日に発表した業績予想を修正いたして

おります。 

   



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） 

  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 

  によっております。また、子会社は前連結会計年度の実際実効税率を用いて計算しております。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

   該当事項はありません。 

  

（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 

 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。 

  



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 1,891 2,480

受取手形及び売掛金 1,084 1,362

有価証券 154 406

商品 4,452 4,068

その他 639 713

貸倒引当金 △24 △28

流動資産合計 8,198 9,003

固定資産   

有形固定資産 375 411

無形固定資産 88 100

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,520 2,588

その他 1,157 1,202

投資その他の資産合計 3,677 3,791

固定資産合計 4,141 4,304

資産合計 12,340 13,307

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,852 2,835

未払法人税等 39 37

賞与引当金 161 185

返品調整引当金 21 26

その他 520 540

流動負債合計 3,595 3,625

固定負債   

ポイント引当金 99 103

その他 109 167

固定負債合計 208 270

負債合計 3,804 3,896



（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 3,772 3,772

資本剰余金 4,423 4,423

利益剰余金 724 1,592

自己株式 △325 △325

株主資本合計 8,594 9,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △58 △57

評価・換算差額等合計 △58 △57

少数株主持分 － 6

純資産合計 8,535 9,411

負債純資産合計 12,340 13,307



（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 5,412

売上原価 2,644

売上総利益 2,767

販売費及び一般管理費 3,111

営業損失（△） △343

営業外収益  

受取手数料 8

その他 25

営業外収益合計 34

営業外費用  

支払手数料 49

その他 20

営業外費用合計 70

経常損失（△） △379

特別損失  

事業撤退損 201

たな卸資産評価損 190

その他 73

特別損失合計 465

税金等調整前四半期純損失（△） △844

法人税、住民税及び事業税 25

法人税等調整額 △1

法人税等合計 24

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △868



（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損失（△） △844

減価償却費 55

事業撤退損失 201

支払手数料 49

売上債権の増減額（△は増加） 277

たな卸資産の増減額（△は増加） △396

仕入債務の増減額（△は減少） 16

その他 44

小計 △596

支払手数料の支払額 △52

法人税等の支払額 △28

その他の支出 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △683

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 △446

定期預金の払戻による収入 398

有形固定資産の取得による支出 △80

敷金及び保証金の差入による支出 △77

敷金及び保証金の回収による収入 142

貸付けによる支出 △100

その他 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △147

財務活動によるキャッシュ・フロー  

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 0

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △841

現金及び現金同等物の期首残高 2,489

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,647



（４）継続企業の前提に関する注記 

 当社グループは、前連結会計年度において営業利益を計上したものの、前々連結会計年度まで３期連続で営業

損失を計上しており、また、当第２四半期連結累計期間において327百万円の営業損失となりました。当該状況

により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してしております。 

 当社グループは、当該事象を解消すべく、平成20年11月４日に公表いたしました新中期事業計画に基づいて以

下の項目を実施することにより、収益構造を再構築し収益力の回復を図ってまいります。 

① 「Ｈｅａｒｔ ＆ Ｃｕｐｉｄ」マーケットの確立 

 当社の親会社であるディジコ・ホールディングス・リミテッドを含むＤＩＧＩＣＯグループは、緻密を極めた

ダイヤモンドのカッティング技術により生み出した最高級品質のダイヤモンドを当社グループへ供給しており、

同業他社と商品面での差別化を図ることでお客様への認知度を高めること及び百貨店への店舗展開を推進し、 

Ｈｅａｒｔ ＆ Ｃｕｐｉｄ商品のマーケットを開拓してまいります。 

② 粗利益率の向上 

 ＤＩＧＩＣＯグループは、ＤＴＣ（ダイヤモンド・トレーディング・カンパニー）からダイヤモンドの原石を

購入する権利を持つ原石研磨企業（サイトホルダー）であり、その商品供給力と世界的なブランド力を活用する

ことにより、当社グループの商品調達力の多様化及び仕入構造の見直しを行うことでマーチャンダイジング機能

を強化し、粗利益率の向上を行ってまいります。 

③ 経費削減 

 不採算店舗の整理を行い営業経費の削減を実施いたします。また、人件費の効果的な配分として損益と連動し

た人員配置を行うことにより店舗運営体制の効率化及び本社間接経費の抜本的な見直しと費用対効果の測定を継

続的に行うことにより販売管理費の削減を実施いたします。 

  

 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、こ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〕 

 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） 

全セグメントの売上高の合計、営業損失及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「宝飾品関連事業」の

割合が、いずれも90%を超えているため、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〕 

 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） 

 連結会社が本邦以外の国又は地域に存在しないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕  

 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） 

 連結会社が本邦以外の国又は地域における売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（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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