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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1月31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10月期第1四半期 5,272 ― △118 ― △324 ― △4,529 ―

20年10月期第1四半期 7,318 4.9 △49 ― △273 ― 153 ―

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10月期第1四半期 △125.78 ―

20年10月期第1四半期 4.25 ―

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10月期第1四半期 34,011 19,045 56.0 334.54
20年10月期 41,246 23,782 57.7 466.02

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  19,045百万円 20年10月期  23,782百万円

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10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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 10,300 ― △350 ― △700 ― △5,000 ― △138.85

通期 20,200 △30.7 △400 ― △900 ― △6,000 ― △166.62

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、4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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．上記に記載した予想数値は、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って予想数値とは異なる場合
があります。 
２．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。 
３．平成21年10月期の配当予想につきましては2.配当の状況に記載のとおり未定でありますが第２四半期中に決定次第お知らせいたします。 
４．今般、当社は、新経営陣発足をもって、企業価値向上を目指し、順次、経営改善施策を進めております。宝飾品市場を取り巻く環境は極めて厳しく、景気好転の兆しが見られ
ない中で、選択と集中を徹底しております。 
なお、平成21年10月期の連結業績予想は、当第一四半期連結業績を実績とした上で、予想しておりますことを申し添えます。 

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10月期第1四半期  37,805,664株 20年10月期  37,805,664株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  1,798,145株 20年10月期  1,793,592株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  36,010,367株 20年10月期第1四半期  38,713,620株
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（参考） 
 
１．平成 21 年 10 月期の個別業績予想（平成 20 年 11 月 1 日～平成 21 年 10 月 31 日） 

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 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 四半期累計期間 9,600    － △ 550   － △ 950   － △ 5,600   － △ 155.51 

通 期 19,100 △32.0 △ 550   － △ 1,150   － △ 6,600   － △ 183.28 
 

今般、当社は、新経営陣発足をもって、企業価値向上を目指し、順次、経営改善施策を進めております。 

宝飾品市場を取り巻く環境は極めて厳しく、景気好転の兆しが見られない中で、選択と集中を徹底しております。 

なお、この業績予想は、当第一四半期業績を実績とした上で、予想しておりますことを申し添えます。 

 

（注）上記に記載した予想数値は、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

後様々な要因によって予想数値とは異なる場合があります。 
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の中、個人消費は先行きの不透明
感により低迷し、雇用情勢の悪化も高まり、景気は減速状態で推移しました。 
 宝飾品業界におきましては、大幅な景気の先行き不安が合いまり消費マインドが冷え込み、企業収益へ
の圧迫がより強まりました。 
 このような状況のもと、当社グループは、平成21年１月より新経営陣のもと、事業構造の改革と収益力
の早期回復のため、希望退職者の募集による組織・人員体制の合理化、養殖場の閉鎖等による生産体制の
適正化と整備を行いました。また、商品ニーズ及び需要動向に適切かつスピーディに対応できるよう組織
改革を含めた販売体制・販売戦略の見直しと構築に着手いたしました。併せて、財務体質の更なる改善の
ため、前連結会計年度に引き続き、在庫の適正化と遊休資産の売却によるキャッシュ・フローの改善に取
り組みました。 
 売上面におきましては、小売部門がさらなる市場の冷え込みにより販売の低迷から脱却できず、また、
卸部門は、合理化戦略を推進したことにより、売上高は大きく減少いたしました。 
 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は52億72百万円(前年同期比28.0％減)となりま
した。 
 利益面では、売上原価率の改善と販売費用及び管理間接費用の削減に取り組みましたが、売上の大幅な
減少による減益をまかないきれず、営業利益は１億18百万円の損失(前年同期は49百万円の損失)となりま
した。 
 経常利益は、為替差損１億２百万円の発生もあり３億24百万円の損失(前年同期は２億73百万円の損失)
となりました。 
 特別利益に平成19年３月23日付の「子会社の解散に関するお知らせ」で開示しましたあこや商事株式会
社との土地売買にかかる未実現利益が、当第１四半期連結会計期間において該当物件を外部に売却したこ
とにより実現したため、固定資産売却益５億32百万円計上したこと、また、特別損失に遊休資産六甲台工
場・蝶貝工場等の減損損失12億88百万円、養殖部門等の閉鎖・縮小に伴う事業場閉鎖損失35億88百万円、
希望退職者募集等による事業構造改善費用27百万円等を計上したことにより、税金等調整前四半期純利益
は47億26百万円の損失となり、四半期純利益は税効果会計を加味した結果、45億29百万円の損失(前年同
期は１億53百万円の利益)となりました。 
 なお、前年同期は参考として記載しております。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ72億35百万円減少し340億11百万
円となりました。これは、主に経営の抜本的構造改革の一環として行った事業場閉鎖等による棚卸資産
の減少35億94百万円及び減損損失等による有形固定資産の減少37億５百万円によるものであります。 
 一方、負債は、有利子負債の減少19億23百万円、退職給付引当金の減少22億99百万円及び未払金の増
加16億89百万円等により、前連結会計年度末と比べ24億99百万円減少し149億65百万円となりました。 
 また、純資産は、利益剰余金の減少45億10百万円等により、前連結会計年度末と比べ47億36百万円減
少し190億45百万円となりました。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失47億26百万円に、棚卸資産の
減少額34億49百万円、減損損失12億88百万円、減価償却費１億６百万円などを加え、退職給付引当金の
減少額22億99百万円、法人税等の支払額82百万円などを差引き、７億51百万円の増加(前年同期は１億
32百万円の増加)となりました。 
 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の売却による収入17億23百万円、定期預金
の純増加額11百万円、投資有価証券の売却による収入１億72百万円などにより、18億81百万円の増加
(前年同期は16億41百万円の増加)となりました。 
 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済による支出19億23百万円などにより、
21億87百万円の減少(前年同期は９億13百万円の減少)となりました。 
 この結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ３億85百万円増加
し、78億74百万円となりました。 

  

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今般、当社グループは、新経営陣発足をもって、企業価値向上を目指し、順次、経営改善施策を進めて
おります。 
 宝飾品市場を取り巻く環境は極めて厳しく、景気好転の兆しが見られない中で、選択と集中を徹底して
おります。 
 なお、この連結業績予想には、当第一四半期連結業績を実績とした上で、予想しておりますことを申し
添えます。 
  

  

該当事項はありません。 
  

・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資産については、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する

方法によっております。 
  

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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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21年１月31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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,623,878 8,228,487

受取手形及び売掛金 1,974,246 2,186,855

商品及び製品 10,929,397 12,268,776

半製品 115,735 346,818

原材料 1,023,356 851,736

仕掛品 1,084,609 3,279,864

繰延税金資産 26,697 18,809

その他 1,507,696 1,453,896

貸倒引当金 △54,288 △57,197

流動資産合計 25,231,329 28,578,048

固定資産   

有形固定資産 5,794,197 9,499,316

無形固定資産 49,979 143,569

投資その他の資産 2,935,661 3,025,872

固定資産合計 8,779,838 12,668,759

資産合計 34,011,167 41,246,808
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１月31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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 271,352 182,369

未払法人税等 38,890 81,489

賞与引当金 44,272 144,459

その他 3,688,130 1,693,870

流動負債合計 4,042,645 2,102,188

固定負債   

長期借入金 7,606,070 9,529,908

退職給付引当金 2,754,783 5,054,749

繰延税金負債 88,362 20,375

再評価に係る繰延税金負債 464,620 741,445

その他 8,763 15,619

固定負債合計 10,922,600 15,362,098

負債合計 14,965,245 17,464,287

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,164,948 20,164,948

資本剰余金 19,711,260 19,711,568

利益剰余金 △20,297,705 △15,787,343

自己株式 △790,893 △790,887

株主資本合計 18,787,610 23,298,285

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 638,114 657,208

為替換算調整勘定 △379,803 △172,973

評価・換算差額等合計 258,311 484,234

純資産合計 19,045,922 23,782,520

負債純資産合計 34,011,167 41,246,808
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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11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 5,272,309

売上原価 2,643,516

売上総利益 2,628,792

販売費及び一般管理費 2,747,054

営業損失（△） △118,262

営業外収益  

受取利息 8,171

雑収入 17,535

営業外収益合計 25,707

営業外費用  

支払利息 98,442

為替差損 102,136

雑損失 30,900

営業外費用合計 231,480

経常損失（△） △324,035

特別利益  

固定資産売却益 532,725

投資有価証券売却益 20,170

特別利益合計 552,895

特別損失  

固定資産除売却損 50,366

減損損失 1,288,995

事業場閉鎖損失 3,588,613

事業構造改善費用 27,212

特別損失合計 4,955,187

税金等調整前四半期純損失（△） △4,726,327

法人税、住民税及び事業税 8,065

法人税等調整額 △204,937

法人税等合計 △196,872

四半期純損失（△） △4,529,455
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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11月１日 
 至 平成21年１月31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 △4,726,327

減価償却費 106,405

減損損失 1,288,995

事業場閉鎖損失 1,038,782

事業構造改善費用 400,416

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,180

賞与引当金の増減額（△は減少） △100,187

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,299,965

受取利息及び受取配当金 △8,171

支払利息 98,442

為替差損益（△は益） 60,330

投資有価証券売却損益（△は益） △20,170

固定資産売却損益（△は益） △532,725

固定資産除売却損益（△は益） 50,366

売上債権の増減額（△は増加） 148,091

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,449,563

仕入債務の増減額（△は減少） 141,934

その他 1,817,889

小計 901,489

利息及び配当金の受取額 3,648

利息の支払額 △60,751

法人税等の支払額 △82,053

事業構造改善に伴う支出 △11,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 751,225

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 △21,187

定期預金の払戻による収入 9,269

有形固定資産の取得による支出 △25,670

有形固定資産の売却による収入 1,723,168

投資有価証券の売却による収入 172,462

その他 23,684

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,881,725

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △1,923,838

その他 △263,465

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,187,304

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 385,990

現金及び現金同等物の期首残高 7,488,868

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,874,859
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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。 

  

当社グループは、過去４連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間において四半期(当期)純損失を
計上しております。特に、前連結会計年度は、売上原価の上昇や構造改革に伴う棚卸資産評価損の計上
等により、また、当第１四半期連結会計期間は、構造改革に伴う希望退職者の募集と養殖場等の事業所
の閉鎖による費用の計上等により、大幅な四半期(当期)純損失となりました。 
 他方、前連結会計年度において、70億円の増資、及び、これによる取引銀行とのリファイナンスの完
了により、財務制限条項は回避されております。 
 しかしながら、今後も市況の更なる厳しさが予想される環境にあり、引き続き販売力の早期回復、商
品力向上、及び、販売費及び一般管理費の削減を強力に推進いたしますが、収益力の回復と利益の確保
について未確定であることから、引き続き継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
 当社グループは、当該状況を解消すべく取締役・代表執行役社長田島寿一を始めとする新経営陣の
下、中期経営計画を策定し、ブランド価値刷新・向上を強力に推進し、併せて、適正な人員規模への転
換等、構造改革に取り組み、業績の早期回復と企業価値の増大に向けて邁進してまいります。 
 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、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。 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
(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) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等 

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

小売事業 
(千円)

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

3,403,621 1,868,687 5,272,309 ― 5,272,309

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 38,006 38,006 (38,006) ―

計 3,403,621 1,906,694 5,310,315 (38,006) 5,272,309

    営業利益又は 
    営業損失(△)

566,961 △158,505 408,456 (526,718) △118,262
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当第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー 

(2) その他の地域……米国・ベルギー 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、当連結会計年度は

ヨーロッパの海外売上高の連結売上高に占める割合が、10％以上となったため「ヨーロッパ」として区分表

示しております。その他の地域の各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) ヨーロッパ………ベルギー 

(2) その他の地域……香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー・米国 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(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

4,824,278 408,015 40,015 5,272,309 ― 5,272,309

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

116,018 46,512 ― 162,531 (162,531) ―

計 4,940,296 454,528 40,015 5,434,840 (162,531) 5,272,309

   営業利益又は 
   営業損失(△)

329,426 30,521 △17,545 342,403 (460,665) △118,262

【海外売上高】

ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 102,699 544,927 647,627

Ⅱ 連結売上高(千円) 5,272,309

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

1.95 10.33 12.28

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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 

  

 
  

  

「参考」

科目

前年同四半期
(平成20年10月期 
第１四半期)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 7,318,606

Ⅱ 売上原価 4,063,792

  売上総利益 3,254,814

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,304,522

  営業損失(△) △49,707

Ⅳ 営業外収益 40,033

Ⅴ 営業外費用 263,453

  経常損失(△) △273,127

Ⅵ 特別利益 475,520

Ⅶ 特別損失 ―

  税金等調整前四半期純利益 202,393

  法人税、住民税及び事業税 △29,235

  法人税等調整額 78,395

  四半期純利益 153,232
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