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平成20年11月11日 

各 位 

上場会社名 エステール株式会社 

代表者 代表取締役社長 丸山 朝 

                                 （コード番号7872） 

    問合せ先責任者 取締役 小安 亮 

（TEL 03-5360-2460） 

 

業績予想の修正並びに特別利益の発生に関するお知らせ 

 

１．業績予想の修正 

近の業績動向を踏まえ、平成 20 年 5月 16 日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

記 

（金額の単位：百万円） 

平成 21 年 3月期第 2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成 20 年 4月 1日～平成 20 年 9月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株当たり四半

期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 16,000 170 30 △110 △20.04

今回発表予想（Ｂ） 14,486 27 △189 △357 △65.12

増減額（Ｂ-Ａ） △1,513 △142 △219 △247 ― 

増減率（％） △9.5 △84.0 - - ― 

（ご参考）前期第 2四半期実績

（平成 20 年 3月期第 2四半期）
7,907 △88 △281 △269 △48.71

 

平成 21 年 3月期通期連結業績予想数値の修正（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 34,600 1,550 1,250 350 63.76

今回発表予想（Ｂ） 32,100 1,250 870 180 32.79

増減額（Ｂ-Ａ） △2,500 △300 △380 △170 ― 

増減率（％） △7.2 △19.4 △30.4 △48.6 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 3 月期） 
21,465 990 510 94 17.05

 

平成 21 年 3月期第 2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成 20 年 4 月 1日～平成 20 年 9月 30 日) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株当たり四半

期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 7,000 50 △100 △130 △23.36

今回発表予想（Ｂ） 6,146 △83 △248 △272 △49.05

増減額（Ｂ-Ａ） △853 △133 △148 △142 ― 

増減率（％） △12.2 - - - ― 

（ご参考）前期第 2四半期実績

（平成 20 年 3月期第 2四半期）
6,695 △195 △335 △286 △51.47
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平成 21 年 3月期通期個別業績予想数値の修正（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 15,400 800 460 150 26.95

今回発表予想（Ｂ） 13,600 600 260 100 17.97

増減額（Ｂ-Ａ） △1,800 △200 △200 △50 ― 

増減率（％） △11.7 △25.0 △43.5 △33.3 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 3 月期） 
14,628 547 235 56 10.24

 

修正の理由（連結・個別） 

 当第２四半期連結累計期間の宝飾品小売事業の業績は、個人消費の冷え込みから高額商品の買い控えが進んだことなど

により、売上高は予想を下回りました。 

個別業績では、既存店の不振と不採算店舗の圧縮により、売上高は61億46百万円（予想比12.2％減）と予想を大幅に下

回りました。損益では、営業利益及び経常利益は、店舗固定費の圧縮や販売促進の見直し等による経費削減により前年同

期比では改善したものの、売上高の減少を吸収しきれず、営業損失83百万円（予想は営業利益50百万円）、経常損失２億

48百万円（同経常損失１億円）となり、四半期純利益は、退職給付制度改定益38百万円を特別利益に計上した一方で、法

人税等について、通期の税効果適用後実効税率による見込額を計上する方法に変更したため税負担が増加し、四半期純損

失２億72百万円（同四半期純損失１億30百万円）となりました。 

連結子会社の内、あずみ株式会社の業績は、市場環境が悪化する中、前期下半期に開始した地金下取サービスが順調で

あったこと等により、売上高は74億76百万円（予想比2.9％減）となり、ほぼ予想どおりとなりました。損益では、店舗の

スクラップアンドビルドや経費削減等により、営業利益１億10百万円（同451.4％増）、経常利益１億63百万円（同104.2％

増）、四半期純利益32百万円（同224.6％増）となりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、主に上記の要因により売上高144億86百万円（予想比9.5％減）、営業利益27百万

円（同84.0％減）となり、海外子会社の円建債務等で発生した為替差損84百万円等により経常損失１億89百万円（予想は

経常利益30百万円）、四半期純損失３億57百万円（同四半期純損失１億10百万円）となりました。 

当社の個別の通期業績については、下半期の既存店の売上高を下方に見直したほか、不採算店舗の圧縮効果等を織り込

み、予想を修正いたしました。また、通期の連結業績予想についても、上半期実績を踏まえ、また、主に当社の下半期業

績予想の見直しにより修正いたしました。 

 

※上記予想は、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、今後様々な要

因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

以 上 

 

２．特別利益の発生及びその内容 

当社は、当第２四半期累計期間において確定給付年金制度の全てについて確定拠出年金制度に移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用した結果、退職給付制度改定益38百万円を特別利

益に計上いたしました。 


