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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 14,486 ― 27 ― △189 ― △357 ―

20年3月期第2四半期 7,907 △3.0 △88 ― △281 ― △269 ―

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 △65.12 ―

20年3月期第2四半期 △48.71 ―

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 35,036 10,897 19.8 1,261.49
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2四半期  6,924百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

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 32,100 49.5 1,250 26.2 870 70.4 180 91.4 32.79

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．平成20年５月16日公表の業績予想を修正しております。詳細は平成20年11月11日公表の「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」をご参照くださ
い。 
２・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。 
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  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2四半期  110,751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2四半期  5,489,250株 20年3月期第2四半期  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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の急速な信用収縮に伴う景気後退と円高が国内景気を牽引

してきた輸出関連産業の業績を圧迫し、また、個人消費は、景況感の悪化、賃金の伸び悩み、雇用環境の悪化、物価

上昇といった悪材料の下、消費者の節約志向が強まり、急速に冷え込みました。

当宝飾品業界においては、個人消費の冷え込みにより、殊に高額商品に買い控えが進み、前期に増して厳しい経営

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、不採算店舗の圧縮を進めた結

果、新規出店３店、退店13店で当四半期末の店舗数は219店となり、あずみ株式会社では、新規出店３店、退店２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４店、退店１店で34店となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高144億86百万円（前年同期売上高79億７百万円）、営業利

益27百万円（同営業損失88百万円）、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（同経常損失２億81百万円）となり、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たことなどにより、四半期純損失は３億57百万円（同中間純損失２億69百万円）

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

の当第２四半期累計期間の個別業績は、売上高74億76百万円、営業利益１億10百万円、経常利益１億63百万円となり、

四半期純利益は32百万円となりました。　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

＜宝飾品小売事業＞

当第２四半期連結累計期間の宝飾品小売事業の業績は、あずみ株式会社の業績の寄与などにより売上高133億41百万

円（前年同期比92.9％増）となり、営業損失は80百万円（前年同期営業損失１億84百万円）となりました。

＜宝飾品卸売事業＞

当第２四半期連結累計期間の宝飾品卸売事業の業績は、原材料販売の増加により売上高11億45百万円（前年同期比

15.5％増）となり、営業利益は１億円（同7.6％増）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２四半期連結累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11億80百万円減

少し、30億55百万円となりました。　

（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10億69百万円の支出となりました。これは主に売上債権の減少５億94百万円

及び減価償却費２億21百万円等の資金増加と、税金等調整前四半期純損失２億73百万円、未払金の減少５億76百万円、

法人税等の支払額４億６百万円、たな卸資産の増加３億87百万円及び仕入債務の減少２億２百万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３億39百万円の支出となりました。これは主に敷金・保証金の回収３億31百

万円の収入と、固定資産の取得２億96百万円、定期預金の預入れ２億18百万円及び敷金及・保証金の差入れ１億52百

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２億30百万円の収入となりました。これは主に社債による収入４億22百万円

（純額）及び長期借入金の増加１億34百万円（純額）の収入と、短期借入金の減少１億40百万円、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

当第２四半期連結累計期間の業績等を踏まえ、通期の業績予想を見直した結果、平成20年11月11日公表の「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」に記載のとおり、平成20年５月16日公表の業績予想を修正いたし

ました。

修正の主な理由は、個人消費の冷え込みによる高額商品の買い控え等の厳しい経営環境が今後も続くものと思われ

ることから、下半期における宝飾品小売事業の売上高を下方に見直したことによるものであります。　

個別業績については、当社では、上半期の既存店の実績を踏まえ、また、不採算店舗圧縮等により売上高を136億円

（当初予想154億円）に修正いたしました。損益では、不採算店舗の圧縮による経費削減等を織り込み、営業利益６億
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円（同８億円）、経常利益２億60百万円（同４億60百万円）とし、税金費用が通期では当初予想より減少する見込み

であることなどから当期純利益は１億円（同１億50百万円）といたしました。

一方、連結子会社であるあずみ株式会社の個別業績については、第２四半期累計期間の売上高は、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などからほぼ予想通りに推移し、損益では経費削減等により増益となり

ましたが、現在の市場環境を勘案し、通期業績予想については据え置き、売上高165億円、営業利益５億50百万円、経

常利益６億60百万円、当期純利益２億90百万円としております。

通期の連結業績予想については、上記のほか、売上高では、メガネ小売のキンバレー株式会社と宝飾品卸の谷口ジュ

エル株式会社の予想を下方に見直し、また、当初予想比で増加した当社とあずみ株式会社との取引高の消去などによ

り321億円（当初予想346億円）とし、損益では、上半期において海外子会社の円建債務等に発生した為替差損84百万

円等の業績下押し要因を織り込み、営業利益12億50百万円（同15億50百万円）、経常利益８億70百万円（同12億50百

万円）、当期純利益１億80百万円（同３億50百万円）に修正いたしました。

なお、平成20年11月11日に公表いたしました業績予想数値の修正は以下のとおりです。　

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

前回発表予想（Ａ）

百万円

34,600

百万円

1,550

百万円

1,250

百万円

350

円　銭

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

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

一部の国内連結子会社において、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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②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。

③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２四半期連結累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。
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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、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。　　

これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響額は軽微であります。　

また、セグメント情報に与える影響も軽微であるため、記載を省略しております。

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　

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、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 3,727,741 4,689,854

受取手形及び売掛金 2,088,222 2,682,572

商品 4,767,947 4,738,505

製品 6,981,327 6,671,162

原材料 1,759,619 1,687,374

仕掛品 1,554,565 1,574,727

その他 1,263,677 1,156,859

貸倒引当金 △9,618 △14,153

流動資産合計 22,133,482 23,186,902

固定資産   

有形固定資産 3,106,776 3,067,144

無形固定資産 166,558 86,505

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,387,052 6,571,033

その他 3,254,912 3,296,118

貸倒引当金 △11,854 △14,616

投資その他の資産合計 9,630,110 9,852,535

固定資産合計 12,903,445 13,006,185

資産合計 35,036,928 36,193,088

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,166,183 1,354,838

短期借入金 210,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 5,223,400 4,852,600

1年内償還予定の社債 1,160,000 1,020,000

未払法人税等 194,726 494,686

引当金 336,302 412,198

その他 2,340,097 2,863,877

流動負債合計 10,630,710 11,348,200

固定負債   

社債 2,700,000 2,380,000

長期借入金 8,797,900 9,033,900

退職給付引当金 1,116,216 1,112,556

役員退職慰労引当金 361,346 416,162

負ののれん 117,785 134,618

その他 415,336 352,423

固定負債合計 13,508,585 13,429,660

負債合計 24,139,295 24,777,861
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（単位：千円）

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 1,571,841 1,571,841

資本剰余金 1,493,512 1,493,512

利益剰余金 3,772,902 4,225,356

自己株式 △70,733 △70,733

株主資本合計 6,767,522 7,219,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 171,832 183,016

為替換算調整勘定 △14,698 4,544

評価・換算差額等合計 157,133 187,560

少数株主持分 3,972,976 4,007,689

純資産合計 10,897,632 11,415,226

負債純資産合計 35,036,928 36,193,088
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 14,486,426

売上原価 5,897,274

売上総利益 8,589,151

販売費及び一般管理費 8,562,030

営業利益 27,121

営業外収益  

受取利息 12,182

受取配当金 34,619

負ののれん償却額 16,873

持分法による投資利益 13,874

受取手数料 36,545

その他 55,628

営業外収益合計 169,724

営業外費用  

支払利息 237,296

為替差損 84,626

その他 64,738

営業外費用合計 386,662

経常損失（△） △189,817

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,260

投資有価証券売却益 639

退職給付制度改定益 38,442

受取補償金 13,340

特別利益合計 57,684

特別損失  

固定資産除売却損 37,981

関係会社株式売却損 223

店舗閉鎖損失 19,447

減損損失 51,491

事務所移転費用 11,559

役員退職慰労金 12,737

投資有価証券評価損 8,320

特別損失合計 141,760

税金等調整前四半期純損失（△） △273,893

法人税等 70,603

少数株主利益 12,956

四半期純損失（△） △357,454
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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（△） △273,893

減価償却費 221,769

減損損失 51,491

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,297

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,277

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △54,816

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,809

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 △46,801

支払利息 237,296

売上債権の増減額（△は増加） 594,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △387,387

仕入債務の増減額（△は減少） △202,497

未払金の増減額（△は減少） △576,444

その他 12,217

小計 △472,951

利息及び配当金の受取額 46,598

利息の支払額 △235,989

法人税等の支払額 △406,901

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,069,244

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 △218,000

固定資産の取得による支出 △296,849

敷金及び保証金の差入による支出 △152,061

敷金及び保証金の回収による収入 331,438

その他 △3,660

投資活動によるキャッシュ・フロー △339,133

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） △140,000

長期借入れによる収入 2,650,000

長期借入金の返済による支出 △2,515,200

社債の発行による収入 962,820

社債の償還による支出 △540,000

割賦債務の返済による支出 △43,822

リース債務の返済による支出 △3,451

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 230,358

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,180,113

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 3,055,691
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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

〔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 13,341,157 1,145,268 14,486,426 － 14,486,426

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,061 42,017 47,079 △47,079 －

計 13,346,218 1,187,286 14,533,505 △47,079 14,486,426

営業利益又は損失（△） △80,347 100,531 20,184 6,937 27,121

（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

〔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）　

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。

〔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）　

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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  7,907,002 100.0

Ⅱ　売上原価  3,091,867 39.1

売上総利益  4,815,134 60.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  4,903,887 62.0

営業損失（△）  △88,752 △1.1

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 785   

２．受取配当金 25,648   

３．賃貸収入 26,748   

４．為替差益　 28,768   

５．持分法による投資利益　 9,294   

６．その他の営業外収益 29,730 120,975 1.5

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 216,799   

２．その他の営業外費用 96,443 313,242 4.0

経常損失（△）  △281,019 △3.6

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 2,901   

２．生命保険解約益 18,535 21,437 0.3

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除売却損 34,423   

２．関係会社出資金評価損 10,329   

３．減損損失 61,769 106,522 1.3

税金等調整前中間純損失
（△）

 △366,104 △4.6

法人税、住民税及び事業税 73,096   

法人税等調整額 △170,019 △96,922 △1.2

中間純損失（△）  △269,181 △3.4
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（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（千円）

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損益 △366,104

減価償却費　 110,715

関係会社出資金評価損　 10,329

減損損失　 61,769

貸倒引当金増減額　 △2,901

役員退職慰労引当金増減額　 △28,205

退職給付引当金増減額　 △3,255

賞与引当金増減額　 △337

受取利息及び受取配当金　 △26,434

為替差損益　 4,948

支払利息　 216,799

持分法による投資損益　 △9,294

固定資産除売却損　 34,423

デリバティブ評価損益　　 3,727

違約解約に伴う敷金保証金償却　 13,642

生命保険解約益　 △18,535

売上債権の増減額　 254,571

たな卸資産の増減額　 △209,476

前渡金の増減額　 51,801

仕入債務の増減額　 △300,449

未払金の増減額　 14,496

未払（未収）消費税等の増減額　 △53,601

その他　 38,023

小計 △203,346

利息及び配当金の受取額　 55,505

利息の支払額　 △220,480

法人税等の支払額　 △179,862

営業活動によるキャッシュ・フロー △548,184
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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（千円）

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　 △1,234

持分法適用会社株式の取得による支
出　

△23,159

固定資産の取得による支出　 △43,889

固定資産の売却による収入　 18,351

敷金保証金の差入による支出　 △60,819

敷金保証金の返還による収入　 167,851

保険積立金の積立による支出　 △38,244

保険契約解約による収入　 47,836

貸付による支出　 △2,000

貸付金の回収による収入　 729

その他　 △2,391

投資活動によるキャッシュ・フロー 63,030

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　 △33,000

長期借入れによる収入　 3,550,000

長期借入金の返済による支出　 △2,638,400

社債発行による収入　 1,358,797

社債の償還による支出　 △370,000

割賦取引債務の返済による支出　 △25,405

配当金の支払額　　 △97,391

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,744,601

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,775

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,255,671

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

9,170

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高　 1,098,141

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,362,984
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（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 6,915,819 991,183 7,907,002 － 7,907,002

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
11,696 25,177 36,874 △36,874 －

計 6,927,516 1,016,360 7,943,876 △36,874 7,907,002

営業費用 7,111,604 922,894 8,034,498 △38,743 7,995,755

営業利益 △184,087 93,466 △90,621 1,868 △88,752

　（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　

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。　

 

〔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）

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、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。

〔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）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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