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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 12,045 0.9 730 △27.8 700 △34.0 377 △34.4
20年3月期 11,938 15.6 1,011 25.4 1,061 23.1 574 26.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 2.05 ― 6.5 7.7 6.1
20年3月期 3.13 ― 10.5 12.8 8.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 9,451 5,856 62.0 31.87
20年3月期 8,761 5,662 64.6 30.82

（参考） 自己資本   21年3月期  5,856百万円 20年3月期  5,662百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 19 △748 494 905
20年3月期 △299 △516 228 1,139

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 183 32.0 3.3
21年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 183 48.7 3.2
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 1.00 1.00 72.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

6,376 9.2 183 △34.2 164 △37.1 85 △27.3 0.46

通期 12,938 7.4 506 △30.6 469 △33.0 254 △32.6 1.38
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 183,765,644株 20年3月期 183,765,644株
② 期末自己株式数 21年3月期  672株 20年3月期  605株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 11,710 0.9 742 △28.5 712 △34.0 370 △37.6
20年3月期 11,605 15.8 1,039 20.6 1,078 17.6 593 25.8

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年3月期 2.01 ―
20年3月期 3.23 ―

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 9,395 5,898 62.8 32.10
20年3月期 8,724 5,711 65.5 31.08

（参考） 自己資本 21年3月期  5,898百万円 20年3月期  5,711百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提にもとづいてお
り、実際の業績などはさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項な
どについては、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 6,204 9.2 182 △38.0 163 △41.0 84 △25.0 0.46

通期 12,558 7.2 483 △35.0 446 △37.3 232 △37.3 1.26
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(1）経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

 当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題

に端を発した世界同時不況の様相を呈する中、雇用情勢の悪化、個人消費の停滞や設備投資抑制の動きが見られるな

ど、特に下半期における国内景気の悪化が顕著となりました。 

 ブライダルジュエリー業界においても、同業他社や鋳造業者、取引企業の倒産などにより会社数が減少し、また、

複数の有力ブライダル専門誌が廃刊になりました。当社においても集客チャネルが減少するなど、厳しい経済状況が

続きました。 

 このような経済状況のもと、当連結会計年度における当社グループ（当社および連結子会社）の連結業績は、売上

高120億45百万円(前期比0.9％増)、営業利益７億30百万円(同27.8％減)、経常利益７億円(同34.0％減)、当期純利益

３億77百万円(同34.4％減)となりました。 

 ※平成21年４月27日付にて通期業績予想（連結、個別）を修正しています。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

＜ブライダルジュエリー事業＞ 

 ブライダルジュエリー販売は、景気に比較的影響されにくいと言われていますが、当期においては、急激な国内景

気の悪化により、当社グループの主力とするブライダルジュエリー事業(銀座ダイヤモンドシライシ、エクセルコダ

イヤモンド、ホワイトベルの３ブランド等)における売上が予想に対して伸び悩みました。 

 ブライダルジュエリー事業の当期売上は、前年同四半期比で第１四半期が34百万円増（1.3％増）、第２四半期が

45百万円増（1.5％増）、第３四半期が93百万円増（3.2％増）と、第３四半期まで徐々に増加率が拡大しましたが、

第４四半期においては、個人消費の悪化が顕在化したことなどから、売上は一転して69百万円減（2.3％減）となり

ました。 

 その結果、ブライダルジュエリー事業（個別）の業績は、売上高117億10百万円（前期比0.9％増)、営業利益７億

42百万円(同28.5％減)、経常利益７億12百万円(同34.0％減)、当期純利益３億70百万円(同37.6％減)となりました。

 なお、当連結会計年度の売上総利益率は、67.4％と通期で高い水準を維持しました。 

  

 当連結会計年度におけるブライダルジュエリー事業の主な施策などは、以下のとおりです。 

１）新店舗および旗艦店の改装 

 新店舗11店（移転４店舗含む）を開設するとともに、平成20年11月１日には、「銀座ダイヤモンドシライシ」の旗

艦店である銀座本店の全８フロア中４フロアをリニューアルオープンしました。 

２）商品力強化 

 第４四半期には、商品部・商品開発部・商品加工室が商品戦略オフィスとして本社より移転し、より革新的な商品

を機動的に展開できる体制を整備しました。 

 第３四半期連結累計期間に発表した商品に加え、当第４四半期連結会計期間に以下の新商品を発表しました。 

（エクセルコダイヤモンド） 

 ２月23日  新作セットリング“Ｃｌａｉｒ ｄｅ Ｌｕｎｅ（クレア・ド・ルーン）”を発表。 

 ２月23日  新作セットリング“Ｒｅｉｎｅ ｄｅ Ｃｏｒｏｌｌｅ（レーヌ・ド・コロール）”を発表。 

（ホワイトベル） 

 ３月20日  ラヴィングシリーズ新作３種を発表。 

 ３月28日  新作セットリングを発表。  

３）提携先ホテル・式場数の増大と提携関係のさらなる強化 

４）ギフト販売の好調な伸び 

 提携先の増加などによる販売網の拡充により、売上は前期比で35.5％増の１億65百万円となりました。 

５）ティアラ・レンタルサービスの顕著な伸び 

 提携先数は前期末より38社増加し、売上は前期比で326.8％増の約16百万円となりました。 

  

＜ウエディングプロデュース事業＞  

 ウエディングプロデュース事業を展開する連結子会社、株式会社トゥインクルスターの当連結会計年度における業

績は、経費削減をはかるとともに、営業体制の強化、ウェブサイトを中心にした集客力強化、新規提携先の拡大など

を推進した結果、売上高は前期比微増の３億36百万円となり、営業損失は、前期26百万円から11百万円へと赤字幅が

縮小しました。  

１．経営成績
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 ①ブランド別の売上高は、以下のとおりです。  

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

２．ブライダルジュエリー事業の「その他」は、商品部売上など本社関連の売上となっています。 

３．「オリーブの丘」は、株式会社トゥインクルスターのブランド名です。 

４．セグメント間の取引については、相殺消去しています。  

  

  ②販売・サービス別の売上高は、以下のとおりです。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

    ２．ブライダルジュエリー事業の「その他」は、ティアラ・レンタルなどの売上となっています。 

    ３．セグメント間の取引については、相殺消去しています。  

   

事業の種類別セグメントの名称 ブランドの名称など 
当連結会計年度（千円）

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前期比(%) 構成比(%) 

ブライダルジュエリー事業 

 銀座ダイヤモンドシライシ  7,094,807  94.0  58.9

 エクセルコダイヤモンド  3,914,118  114.4  32.5

ホワイトベル   654,966  107.6  5.4

その他（注）２  45,701  169.0  0.4

ウエディングプロデュース事業  オリーブの丘（注）３  336,318  100.8  2.8

 合 計  12,045,912  100.9  100.0

事業の種類別セグメントの名称 販売・サービスの名称など 
当連結会計年度（千円）

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前期比(%) 構成比(%) 

ブライダルジュエリー事業 

 ブライダルジュエリー販売  11,244,300  100.3  93.4

 ファッションジュエリー販売  244,153  99.8  2.0

 ギフト販売  165,419  135.5  1.4

ウエディング送客サービス  39,398  153.6  0.3

その他（注）２  16,322  430.5  0.1

ウエディングプロデュース事業  ウエディングプロデュースなど  336,318  100.8  2.8

 合 計  12,045,912  100.9  100.0
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 (次期の見通し) 

＜ブライダルジュエリー事業＞ 

 当社は、『集客』を１つのキーワードに、常にお客様の視点に立った以下のような取り組みを全社的に進め、企業

価値をさらに高めていく所存です。 

  

  １）企業体質の強化 

     平成21年３月期の第４四半期には、当社の目指す成長ビジョンを共有するための幹部合宿を実施し、実効性の

    ある戦術を策定、随時実行に移すことにより、企業体質の強化を進めています。 

  ２）人材教育の強化 

     個々の人材能力を 大限に活かすため、教育研修プログラムを大幅に見直し、自主性を尊重し、より効果的な

    業務の実践を重視した人材教育をしていきます。 

  ３）集客チャネルの増強 

     有力ブライダル専門誌以外の集客チャネルの１つとして、ウェブサイトを活用した集客モデルを構築していき

    ます。平成21年４月には、当社会員向けサービスである「ウエディングライフサポート」のウェブサイトをスタ

    ートするなど、ウェブプロモーションを強化することにより、お客様を魅了するサービスでの集客増をはかりま

    す。 

     また、引き続き全国ホテル・式場などの提携先数を増大するとともに、既存提携先へのサービスを強化するな

    ど、深耕を推進していきます。   

  ４）商品開発力の強化 

     平成21年３月期の第４四半期には、商品部・商品開発部・商品加工室をより有機的に結合させるため、「商品

     戦略オフィス」として移転しました。次期は、より革新的な商品を機動的に開発していきます。 

   

 しかしながら、ブライダルジュエリー市場は、厳しい企業間競争に突入していくことが予想され、経済状況も予断

を許さない状況にあることから、平成22年３月期の個別業績予想は、売上高が平成21年３月期に比べて7.2％増の125

億58百万円、営業利益が同35.0％減の４億83百万円、経常利益が同37.3％減の４億46百万円、当期純利益が同37.3％

減の２億32百万円を見込んでいます。 

 平成22年３月期の個別業績予想が平成21年３月期に比べて増収減益となる主な要因は、収益面においては、平成21

年３月期に移転および新規開設した11店舗が通期で売上増に寄与する一方、費用面においては、本社営業力・商品開

発力の強化と上記11店舗の開設による人件費や地代家賃の増加、また、積極的な集客活動にともなう販売促進費や広

告宣伝費などの増加により減益となるものです。しかし、これらは、当社の成長ビジョンにそって計画し、中長期的

観点から合理的に判断したものです。 

 平成22年３月期においては、平成21年４月４日に開設した「ホワイトベル横浜店」を含む全店舗の販売力・営業力

をさらに強化していきます。 

 その他、提携先ホテル・式場との連携強化、海外展開、新規事業開拓およびＭ＆Ａも含めた、新たな収益基盤の構

築も積極的に検討していきます。 

  

＜ウエディングプロデュース事業＞ 

 ウエディングプロデュース事業を展開する連結子会社、株式会社トゥインクルスターは、ウェブサイトによる集客

強化策として実施したフェア来店予約の効果が現れています。平成21年４月には、人気の和婚需要を取り込むための

専用ウェブサイト「和婚っていいね」を立ち上げ、７月には、高級志向の顧客に向けた専用サイトの立ち上げを予定

しており、さらなる集客強化策に取り組んでいきます。また、引き続き営業体制を強化し、平成22年３月期は、22百

万円の黒字化を見込んでいます。 

 

 以上により、当社グループの平成22年３月期の連結業績予想は、売上高129億38百万円（前期比7.4％増）、営業利

益５億６百万円（同30.6％減）、経常利益４億69百万円（同33.0％減）、純利益２億54百万円（同32.6％減）を見込

んでいます。 

 

(注)上記概況に記載されている金額に消費税などは含まれていません。 

※ 本資料の上記の予想は、発表日現在において、入手可能な情報にもとづき作成したものであり、実際の業績は業

況の変化や予期せぬ事象の発生などによって、大きく異なる結果となる可能性があります。 
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（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況に関する分析 

（資産の部） 

 流動資産は、商品及び製品（たな卸資産）、前払費用、受取手形及び売掛金などの増加により、前連結会計年度末

に比べて１億29百万円増加して66億54百万円となりました。また、固定資産は、有形固定資産、敷金及び保証金など

の増加により、前連結会計年度末に比べて５億59百万円増加し、27億97百万円となりました。この結果、当連結会計

年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて６億89百万円増加し、94億51百万円となりました。 

（負債の部） 

 流動負債は、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金などの増加により、前連結会計年度末に比べて１億88百万

円増加して30億61百万円となりました。固定負債は、長期借入金などの増加により、前連結会計年度末に比べて３億

６百万円増加し、５億33百万円となりました。この結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末

に比べて４億95百万円増加し、35億94百万円となりました。 

（純資産の部） 

 純資産合計は、利益剰余金が前連結会計年度末に比べて１億93百万円増加したことなどにより、58億56百万円とな

りました。結果として、自己資本比率は62.0％となり、当連結会計年度末の１株当たり純資産額は31円87銭となりま

した。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は９億５百万円となり、前連結会計年

度末に比べて２億34百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりです。 

（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、人件費支出、その他の営業支出などが増加したものの、営業収入122億79

百万円（前期比１億67百万円増）、商品の仕入支出45億98百万円（前期比８億99百万円減）となった結果、19百万円

の収入となりました。 

（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、７億48百万円の支出となりました。新規出店費用と、保証金の差入などに

よる結果です。 

（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、４億94百万円の収入となりました。短期借入による収入および長期借入に

よる収入が増加したことなどによる結果です。 

㈱シーマ　（7638）　平成21年３月期　決算短信

- 6 -



 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりでした。 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象とし

    ています。 

（注４）営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

    るキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いています。 

  

  
平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

 自己資本比率（％）  63.2  71.2  67.6  64.6  62.0

 時価ベースの自己資本比率 

（％） 

 240.2  653.3  149.1  86.0  36.9

キャッシュ・フロー対 有利

子負債比率（％） 
―  138.7  297.7 ―  11,449.4

インスタント・カバレッジ・

レシオ（倍） 
―  60.4  29.3 ―  0.6

㈱シーマ　（7638）　平成21年３月期　決算短信

- 7 -



（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、将来の事業規模拡大に不可欠な成長投資を 優先し、株主利益および企業価値の 大化に努めています。 

株主還元については、企業価値向上による株価上昇と配当金によって総合的に実現していきます。配当金は、純利益

だけでなく、内部留保も含めた資本効率を勘案して決定しています。 

＜当期・次期の配当＞ 

 このような方針により、当社は、第８期５円、第９期５円、第10期５円、第11期10銭（※1）、第12期10銭、第13

期１円（※2）、第14期１円と継続的な安定配当を実施してきました。当期(第15期)および次期(第16期）の配当予想

は、ともに１株当たり１円となっています。 

（※1）平成16年５月20日付で普通株式１株を２株に分割し、平成17年３月15日付で普通株式１株につき101株の割合

での株式分割を実施。 

（※2）平成18年６月１日付で普通株式10株を１株に株式併合。 

  

（4）事業等のリスク 

 当社グループ（当社および連結子会社）の事業などのリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

があると思われる主要な事項を以下に記載します。 

 なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に 善をつくし

ます。本項に記載したリスクは、将来に関する事項も含まれていますが、それらは本資料発表日現在において判断し

たものです。 

① 業界の状況、業界を取り巻く環境について（少子化、晩婚化など） 

 現在、当社の主力商品は、婚約指輪および結婚指輪のブライダルジュエリーです。少子化、晩婚化の進行にともな

い、中長期的には市場の縮小が予想されます。実際に婚姻組数は平成13年のピーク時の約80万組から平成20年には約

73万組に減少しました。ブライダルジュエリー市場は、縮小傾向にあるという予測もあり、当社の営業活動も影響を

受ける可能性があります。 

 当社において、少子化、晩婚化による市場の縮小は、現在のところ業績に大きな影響は与えておりません。 

② 販売単価、客単価の推移について 

 結婚総費用の推移に関しては、平成13年より減少傾向にありましたが、平成15年より回復し、現在は平成13年の総

費用を上回っています。 

 また、現状においては、当社の主力商品であるブライダルジュエリーについては、一生に一度の記念品でもあり、

価格のみならず品質やサービスを重視する傾向が依然として存在しています。 

 しかしながら、今後の動向に関しては不透明な側面もあり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ ブライダルジュエリーに特化した販売戦略について 

 ブライダルジュエリー市場の中では、当社のシェアは６％弱と推定され、当社独自のビジネスモデルによる成長の

余地は充分にあると考えられます。市場そのものの安定性、当社の強みであるダイヤの直接仕入れによるコスト・リ

ーダーシップ、他社を圧倒する強力なブランド戦略、お客様のニーズを常に把握し商品へ反映する確立された仕組み

と豊富なノウハウ、専門知識の豊富な人材を擁することなどにより、今後も短・中期的に、ブライダルジュエリー市

場に特化することに潜在するリスクは低いと考えています。しかし、ブライダルジュエリーの販売が売上高の９割強

を占めているため、ブライダルジュエリー市場の状況変化によっては、業績に影響を受ける可能性があります。 

④ 集客媒体について 

 現在、当社の集客においては、単一の結婚情報誌による集客が全体の約半分を占めており、同媒体の動向如何によ

っては、当社の集客活動が影響を受ける可能性があります。現時点では、同媒体の集客力が急激に落ち込む可能性は

低いと考えていますが、単一の結婚情報誌に大きく依存しているリスクは存在します。 

⑤ 仕入方法および購買スタッフの育成について 

 当社は、イスラエルとベルギーからダイヤモンド・ルース（裸石）を仕入れています。特に、イスラエルにある連

結子会社Israel Shiraishi,Ltd.からの仕入れは、イスラエルのダイヤモンド取引所において、現地のダイヤモンド

業者からダイヤモンド・ルースを購入し、商品をすべて親会社である当社へ直接販売しています。このようなルート

での直接仕入は、流通過程を省略することができることから、仕入コストの削減効果があります。これらの仕入体制

を維持するために、当社ならびにIsrael Shiraishi,Ltd.に経験を積んだ購買担当者を配置しています。当社では、

購買担当者の継続的な育成を行う計画でありますが、万一複数の購買担当者が同時に退職するような場合には、当社

の購買活動が影響を受ける可能性があります。 
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⑥ 海外情勢について 

 当社の主要仕入先である連結子会社Israel Shiraishi,Ltd.は、イスラエルに所在し、イスラエルのダイヤモンド

取引所においてダイヤモンド・ルースを買い付けています。同取引所は、昨今、近隣諸国で勃発した戦争の際にも閉

鎖されることはありませんでしたが、中東情勢の悪化の程度によっては、連結子会社のスタッフの安全性を 優先す

るため、現地での活動を停止し、他所へ避難する可能性があります。この場合、他の仕入先であるベルギーや、その

他のダイヤモンド市場からダイヤモンド・ルースを調達する予定ですが、購買活動が一時的に影響を受ける可能性が

あります。 

⑦ ダイヤモンド・ルース（裸石）の価格変動、国際相場について 

 ダイヤモンド・ルースの仕入価格は、世界のダイヤモンド市場における国際的流通価格の変動や、為替相場の変動

に影響を受けます。当社が扱っている商品に関しては、近年において３～６％程度の変動幅で安定しています。流通

価格の変動により、大きく影響を受けるのは大粒のダイヤモンドである傾向が強いので、婚約指輪に使用する比較的

小粒な種類のダイヤモンドは、今後も相対的に安定した環境の中で仕入・販売ができるものと考えています。 

 しかしながら、急激な価格変動があった場合は、当社の利益に影響を与える可能性があります。 

⑧ 地金の価格変動について 

 当社は、プラチナや金などの地金を原料として仕入れていますが、同地金は、価格が大幅に上昇することがあり、

急激な価格変動は、当社利益に影響を与える可能性があります。 

⑨ 為替相場の変動による業績への影響について 

 当社は、投機目的ではなく、海外からダイヤモンド・ルースを仕入れる際の為替変動の影響を低減させるために、

通貨オプションのデリバティブ取引を利用することがあります。当社は、「デリバティブ取引管理規程」を定め、適

正な業務執行に努めています。 

⑩ 出店戦略について 

 当社は、国内主要都市への出店を今後も計画していますが、取り扱う商品の価格帯、ブランド・イメージの維持の

必要性から、出店計画地域の中でもメイン・ストリートのいわゆる一等地を考えています。したがって、当社の希望

に適う物件が確保できない場合には、出店計画が変更になる場合があり、これにより当社の業績見通しに影響を受け

る場合があります。 

⑪ 災害について 

 当社は、店舗、本社事務所などが継続的かつ安定的に運営できるように、機械、設備などの適切なメンテナンスに

注力していますが、このような当社のシステムや販売拠点などは地震や火災などにより損害を受ける可能性があり、

その程度によっては、当社業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑫ 情報セキュリティについて 

 当社は、個人情報を含む重要情報の取扱いに関する規程の周知や社員教育の徹底、ネットワークセキュリティの 

構築をはかっていますが、万一、外部からの不正アクセスによる個人情報などの重要データの漏洩、ホームページ上

のコンテンツの改ざん、コンピューターウィルス感染による重要データの消失などが発生した場合、業務運営に支障

をきたし、企業イメージの悪化、何らかの損害賠償の請求、訴訟その他の責任追及などにより、当社の業績が影響を

受ける可能性があります。 

⑬ 商品の保管について 

 当社の取り扱う商品については、高価かつ持ち運び容易な商品が多いため、防犯対策には充分配慮していますが、

窃盗・強盗などの犯罪にあうリスクは高いといえます。 

⑭ 連結子会社について 

 当社は、平成17年８月末にウエディングプロデュース事業を展開する株式会社トゥインクルスターを連結子会社に

しました。営業連携による相乗効果によって株式会社トゥインクルスターを黒字体質へ転換すべく事業計画を策定

し、取り組んでおり、財政状態の悪化は収束傾向にあります。現在のところ当社の経営基盤を揺るがすものではあり

ません。ただし、同社の経営状態が著しく悪化することになれば、当社の期間損益に影響を与えることになります。

 また、連結子会社である株式会社アイウィッシュの事業内容は、ブライダル事業をはじめ、新規事業に関わる資本

政策のコンサルティング業務で、すでに減損処理を行うなど対応を講じていますが、さらなる対応が必要になる可能

性があります。 

 

（注）本資料の上記の予想や将来の予測等に関する記述は、発表日現在において、入手可能な情報にもとづき作成し

たものであり、実際の業績は業況の変化や予期せぬ事象の発生などによって、大きく異なる結果となる可能性があり

ます。  

㈱シーマ　（7638）　平成21年３月期　決算短信

- 9 -



 当社の企業集団は、当社（株式会社シーマ）と連結子会社３社で構成され、ブライダルジュエリー（婚約指輪・結婚

指輪）の製造・販売を中心にウエディングプロデュース事業などの事業活動を行っています。 

事業の系統図 

 
  

 （注） 連結子会社（３社） 

関連当事者（２社） 

F.T.K. BVBAの正式社名は「F.T.K. BVBA Worldwide Manufacturing」です。 

２．企業集団の状況

事業区分 事業内容 会社名 

  
ブライダルジュエリー事業 

  

「銀座ダイヤモンドシライシ」、「エクセルコダイヤモンド」、

「ホワイトベル」による、ブライダルジュエリーの製造・販売事

業など 

当社 

ダイヤモンド・ルース（裸石）の仕入れ・卸 イスラエルシライシ 

（連結子会社、出資比率 98.00％） 

ブライダルジュエリー事業に関するコンサルティング・サービス

の提供 

㈱アイウィッシュ 

（連結子会社、出資比率 100.00％）

ウエディングプロデュース事業 
「オリーブの丘」による、ウエディングプロデュースにかかわる

サービスの提供および商品の販売 

㈱トゥインクルスター 

（連結子会社、出資比率 100.00％）
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（1）会社の経営の基本方針 

 当社は『未来を拓く目と輝く感性で、新しい企業文化を創造する』という企業理念のもと、満足いただける商品と

サービスを通じて社会に貢献し、株主、投資者、お客様をはじめ関係者の皆様方から信頼される企業を目指していき

ます。昨今の急激なライフスタイルの変化の中で、生活産業企業として、消費者のニーズに応えられるよう、常に新

しい商品やサービスを提案し社会に奉仕するとともに、上場企業としての責任を認識しつつ、安定的成長による企業

価値の向上に努めていきます。 

  

（2）目標とする経営指標 

 当社は、株主利益および企業価値の 大化という観点から事業規模の拡大と収益力の向上に取り組んでいます。収

益力の指標としては売上高営業利益率を重視しており、売上原価率を低く抑えながら売上増をはかり、売上高営業利

益率20％の早期実現を目指します。また、株主重視の観点から１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）と自己資本当期純利

益率（ＲＯＥ）の向上を意識した経営を行っていきます。  

  

（3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は以下の戦略により、持続的成長による株主利益および企業価値の 大化を目指します。 

① 当社は、婚約指輪・結婚指輪などのブライダルジュエリー事業に集中・特化する経営によって成長を果たしてき

ました。今後も新規出店や新商品の開発による当社ブランド（銀座ダイヤモンドシライシ、エクセルコダイヤモン

ド、ホワイトベル）のさらなる浸透と価値の向上をはかるとともに、高品質かつ豊富な商品の品揃えやきめ細やかな

接客サービスによって、ブライダルジュエリー市場でのシェア拡大を目指します。 

 新規出店については、大都市圏への新規出店を進めていく方針であり、優良物件情報の収集を行い、独自の出店基

準により、高い収益を見込める店舗展開を行っていきたいと考えています。 

② 当社の主要取扱商品のブライダルジュエリーは、ブライダル市場全体の川上に位置し、結婚式場やウエディング

ドレス、引出物、新婚旅行などは川下にあたります。当社はブライダルジュエリー事業のお客様に対し、川下の商

品・サービスを合わせて提案することにより、顧客ベネフィット（お客様のライフスタイルにあったウエディングス

タイルの提案やワンストップ・ショッピングによる時間短縮など）のサービス向上に取り組みます。このため、ブラ

イダル市場の川下への事業展開による多角化を進めていきます。 

 多角化の一環として、平成17年８月31日にブライダルプロデュース事業の強化を目的として、株式会社トゥインク

ルスターを連結子会社（現在の当社出資比率100.00％）としました。今後は、株式会社トゥインクルスターとの営業

連携による相乗効果の 大化をはかるとともに、ウエディングドレスや新婚旅行などの、他のブライダル事業におい

てもＭ＆Ａを含めた成長戦略を視野に、結婚後のライフ・サポートへとつながるサービス基盤を構築していきます。

  

（4）会社の対処すべき課題 

① 当社は、適時開示体制および内部管理体制の強化を 重要課題の一つとして位置付けており、より強固な企業統

治の構築を目指します。 

② ブライダルジュエリー事業における国内シェアの拡大にともない、管理職の人材育成を重要課題の一つと認識し

ています。このため、経験や能力に応じた教育研修の実施など、人材育成に注力しています。 

③ 中長期的な戦略として掲げているブライダル市場の川下への事業展開においては、中核のブライダルジュエリー

事業との相乗効果の実効を上げるために、業界内の情報収集、綿密な事業計画の策定や人的交流を行う必要性を認識

しています。Ｍ＆Ａという手段も視野に入れながら可能な限り早期の事業展開を目指します。 

④ インターネットを活用した集客・販売活動にも力を入れ、業績向上とブランド強化に努めていきます。 

  

３．経営方針
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（5）その他、会社の経営上重要な事項 

①当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約は次のとおりです。  

委託販売契約 

 （注）３月31日現在の委託商品残高は、462,918千円です。 

  

② 平成20年８月11日に、内部管理体制に関する改善措置の実施・運用状況に関する報告書「改善状況報告書」をジ

ャスダック証券取引所に提出しました。 

 当「改善状況報告書」は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 (当社ホームページ) 

 http://www.cima-ir.jp/index03-0.html 

 (ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 契約会社  相手先名  国名  契約品目  契約締結日  契約内容 

 ㈱シーマ 

（当社） 

 Diamonds of 

the World 

Trading Ltd. 

 中国（香港）
 ダイヤモンド 

（ルース） 
 平成20年８月５日  委託販売 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,139,525 905,426

受取手形及び売掛金 586,762 591,468

たな卸資産 4,618,761 －

商品及び製品 － 4,882,648

原材料及び貯蔵品 － 119,317

前払費用 94,276 103,469

繰延税金資産 54,979 20,363

その他 35,859 49,439

貸倒引当金 △5,490 △17,987

流動資産合計 6,524,673 6,654,145

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 1,285,529 1,698,490

減価償却累計額 △539,255 △683,466

減損損失累計額 △16,976 △8,524

建物附属設備（純額） 729,298 1,006,498

車両運搬具 10,731 7,881

減価償却累計額 △10,242 △7,637

車両運搬具（純額） 488 244

工具、器具及び備品 812,878 1,039,086

減価償却累計額 △453,417 △466,900

減損損失累計額 △10,818 △6,185

工具、器具及び備品（純額） 348,642 566,000

建設仮勘定 7,393 2,381

有形固定資産合計 1,085,823 1,575,125

無形固定資産   

ソフトウエア 15,967 24,908

電話加入権 5,504 5,504

無形固定資産合計 21,471 30,412

投資その他の資産   

投資有価証券 0 4,010

長期前払費用 67,996 46,838

敷金及び保証金 1,024,793 1,092,574

繰延税金資産 35,463 45,989

出資金 1,215 －

その他 462 2,083

投資その他の資産合計 1,129,931 1,191,496

固定資産合計 2,237,226 2,797,034

資産合計 8,761,900 9,451,179
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 340,138 356,092

短期借入金 1,300,061 1,615,080

1年内返済予定の長期借入金 62,056 200,704

未払金及び未払費用 437,126 423,061

未払法人税等 336,718 184,263

未払消費税等 13,211 32,041

前受金 298,628 223,656

賞与引当金 3,000 －

役員賞与引当金 14,200 －

役員退職慰労引当金 40,000 －

その他 27,581 26,487

流動負債合計 2,872,722 3,061,388

固定負債   

長期借入金 66,944 319,438

退職給付引当金 72,924 93,496

長期未払金 86,447 120,237

固定負債合計 226,316 533,171

負債合計 3,099,039 3,594,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,777,743 1,777,743

資本剰余金 1,536,643 1,536,643

利益剰余金 2,347,411 2,540,743

自己株式 △68 △70

株主資本合計 5,661,728 5,855,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △99 △589

繰延ヘッジ損益 △442 －

為替換算調整勘定 1,675 2,150

評価・換算差額等合計 1,133 1,561

純資産合計 5,662,861 5,856,619

負債純資産合計 8,761,900 9,451,179
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,938,563 12,045,912

売上原価 4,234,595 3,992,952

売上総利益 7,703,968 8,052,959

販売費及び一般管理費 ※1  6,692,310 ※1  7,322,379

営業利益 1,011,657 730,580

営業外収益   

受取利息 1,172 440

為替差益 66,160 －

助成金収入 － 1,240

未払配当金除斥益 － 3,191

その他 5,962 2,199

営業外収益合計 73,294 7,070

営業外費用   

支払利息 23,339 34,875

為替差損 － 1,685

その他 － 227

営業外費用合計 23,339 36,788

経常利益 1,061,613 700,862

特別利益   

貸倒引当金戻入額 66 3,649

保険差益 18,099 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 1,500

特別利益合計 18,166 5,149

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 16,074

固定資産除却損 ※2  83 ※2  13,037

その他 － 167

特別損失合計 83 29,279

税金等調整前当期純利益 1,079,695 676,731

法人税、住民税及び事業税 522,693 275,211

法人税等調整額 △17,825 24,423

法人税等合計 504,868 299,634

当期純利益 574,827 377,097
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,777,743 1,777,743

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,777,743 1,777,743

資本剰余金   

前期末残高 1,536,643 1,536,643

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,536,643 1,536,643

利益剰余金   

前期末残高 1,956,349 2,347,411

当期変動額   

剰余金の配当 △183,765 △183,765

当期純利益 574,827 377,097

当期変動額合計 391,061 193,332

当期末残高 2,347,411 2,540,743

自己株式   

前期末残高 △60 △68

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △1

当期変動額合計 △8 △1

当期末残高 △68 △70

株主資本合計   

前期末残高 5,270,674 5,661,728

当期変動額   

剰余金の配当 △183,765 △183,765

当期純利益 574,827 377,097

自己株式の取得 △8 △1

当期変動額合計 391,053 193,330

当期末残高 5,661,728 5,855,058
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △86 △99

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 △489

当期変動額合計 △12 △489

当期末残高 △99 △589

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 59,023 △442

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,465 442

当期変動額合計 △59,465 442

当期末残高 △442 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,664 1,675

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 475

当期変動額合計 10 475

当期末残高 1,675 2,150

評価・換算差額等合計   

前期末残高 60,601 1,133

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,468 428

当期変動額合計 △59,468 428

当期末残高 1,133 1,561

純資産合計   

前期末残高 5,331,275 5,662,861

当期変動額   

剰余金の配当 △183,765 △183,765

当期純利益 574,827 377,097

自己株式の取得 △8 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,468 428

当期変動額合計 331,585 193,758

当期末残高 5,662,861 5,856,619
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

営業収入 12,111,988 12,279,509

商品の仕入支出 △5,497,564 △4,598,388

人件費の支出 △2,335,217 △2,573,697

その他の営業支出 △4,087,430 △4,635,359

小計 191,775 472,063

利息の受取額 940 376

利息の支払額 △24,814 △35,687

その他の収入 55,842 8,606

その他の支出 △50 △217

法人税等の支払額 △523,166 △425,442

営業活動によるキャッシュ・フロー △299,471 19,699

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 △335,929 △665,259

有形固定資産の売却による収入 － 30

無形固定資産の取得による支出 △9,069 △17,515

敷金保証金等の取得による支出 △142,444 △88,936

敷金保証金等の解約による収入 8,107 29,279

その他投資による支出 △36,772 △5,735

投資活動によるキャッシュ・フロー △516,108 △748,137

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 585,000 800,035

短期借入金の返済による支出 △220,000 △485,000

長期借入れによる収入 100,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △57,416 △140,054

自己株式の取得による支出 △8 △1

配当金の支払額 △178,800 △180,406

財務活動によるキャッシュ・フロー 228,774 494,572

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 △233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △586,863 △234,099

現金及び現金同等物の期首残高 1,726,388 1,139,525

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,139,525 ※1  905,426
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数３社 

    在外連結子会社  Israel Shiraishi,Ltd. 

   連結子会社    ㈱アイウィッシュ 

            ㈱トゥインクルスター 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数３社 

同左 

  

      

(2)非連結子会社 稀瑪香港有限公司 

  当該子会社は、営業を開始していませんので連結の

範囲から除外しています。 

(2)非連結子会社 稀瑪香港有限公司  

   当該子会社は、清算したため、連結の範囲から除外

しています。 

２．持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社 稀瑪香港有限公司については、営業 

を開始していませんので持分法を適用していませ 

ん。 

２．持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社 稀瑪香港有限公司は、清算したた

め、持分法を適用していない非連結子会社から除外

しています。     

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  会社名          決算日 

Israel Shiraishi,Ltd.  12月31日 

連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の 

財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要 

な取引については、連結上必要な調整を行っていま 

す。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

   

同左 

  

  

  

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 

① たな卸資産 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 

① 通常の販売目的で保有するたな卸資産 

  

商品 

ダイヤモンドルース（裸石）・マリッジリン

グ・メレ石 

 個別法による原価法 

  

  

 枠・地金・その他商品 

  総平均法による原価法 

   

      

貯蔵品 

  終仕入原価法  

商品 

ダイヤモンドルース（裸石）・マリッジリン

グ・メレ石 

 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もとづく簿価切下げ 

 の方法により算定） 

 枠・地金・その他商品 

  総平均法による原価法（貸借対照表価額に 

  ついては収益性の低下にもとづく簿価切下 

  げの方法により算定）    

貯蔵品 

  終仕入原価法（貸借対照表価額について 

  は収益性の低下にもとづく簿価切下げの方 

  法により算定）    

  

  （会計方針の変更） 

   当連結会計年度より「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日公表分）を適用しています。 

   これによる営業利益、経常利益および税金等

調整前当期純利益に与える影響は軽微です。 
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 前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

② 有価証券 ② 有価証券 

子会社株式（持分法非適用の非

連結子会社株式） 

移動平均法に

よる原価法 

子会社株式（持分法非適用の非

連結子会社株式） 

同左 

     その他有価証券 

      時価があるもの 

決算日の市場価格などにもとづく時価法（評価 

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原 

     価は移動平均法により算定）を採用していま 

     す。 

     その他有価証券 

      時価があるもの 

同左 

  

      

      

③ デリバティブ 

時価法 

 ③ デリバティブ 

同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

    定率法によっています。なお、主な耐用年数は以

下のとおりです。 

    建物附属設備    ３～18年 

    車両運搬具     ２～６年 

    工具、器具及び備品 ２～20年 

    在外連結子会社は所在地国の会計基準にもとづく

定額法によっています。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

     

             

② 無形固定資産 

定額法によっています。なお、ソフトウェア（自

社利用分）については、社内における利用可能期

間（５年）にもとづく定額法を採用しています。

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

③ 長期前払費用 

   均等償却によっています。 

③ 長期前払費用 

同左 

(3)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸

念債権など特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(3)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

当社は、従業員に支給する賞与の支給見込額にも

とづき計上しています。 

② 賞与引当金 

────── 

③ 役員賞与引当金 

当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度

における支給見込額にもとづき計上しています。

③ 役員賞与引当金 

────── 

④ 退職給付引当金 

当社および一部の国内連結子会社は、従業員の退

職給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額にもとづき計上していま

す。 

④ 退職給付引当金 

同左 

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、当

連結会計年度における支給見込額にもとづき計上

しています。  

⑤ 役員退職慰労引当金 

────── 
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 前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

(4)連結財務諸表の作成と基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産

または負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ています。なお、在外子会社などの資産および負債

は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めています。          

(4)連結財務諸表の作成と基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産

または負債の本邦通貨への換算の基準 

同左             

(5)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については通

常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理によっ

ています。 

(5)重要なリース取引の処理方法 

────── 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっています。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・通貨オプション 

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・同左 

ヘッジ対象・・・同左 

③ ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目

的で行っています。 

③ ヘッジ方針 

    同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額などを基礎にして判断し

ています。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

    同左 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理方法 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっています。 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面時価

評価法によっています。 

５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資です。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

────── 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によってい

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっていま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を適用してい

ます。  

 これによる営業利益、経常利益および税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微です。  
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  

  

  

  

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

────── 

  

  

（連結貸借対照表）  

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する 

 規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月 

 ７日 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、 

 前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲 

 記されていたものは、当連結会計年度から、「商品 

 及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分 

 掲記しています。なお、前連結会計年度の「たな卸 

 資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原 

 材料及び貯蔵品」は、それぞれ 4,534,738千円、 

 －、84,022千円です。  

  

 ２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「出 

  資金」（当連結会計年度は828千円）は、金額的重要

  性が乏しくなったため投資その他の資産の「その 

  他」に含めて表示することにしました。 

  

  （連結損益計算書） 

  

  

  

────── 

  

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示していました「助成金収入」「未払配当金除斥

益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区

分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「助成金収入」「未

払配当金除斥益」の金額は、それぞれ 3,120千円、172

千円です。 
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  該当事項はありません。 

  

  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目ならびに金

額は以下のとおりです。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目ならびに金

額は以下のとおりです。 

給与手当      1,850,487千円

広告宣伝費  1,388,204

地代家賃  962,831

支払手数料  778,486

減価償却費  156,366

役員退職慰労引当金繰入額  40,000

退職給付費用   20,929

役員賞与引当金繰入額  14,200

賞与引当金繰入額  3,000

貸倒引当金繰入額  817

給与手当      2,045,315千円

広告宣伝費  1,477,969

地代家賃  1,075,742

支払手数料  803,827

減価償却費  222,043

退職給付費用   28,341

なお、地代家賃には、百貨店などのインショップ６店舗に

関する歩合家賃を含めています。 

なお、地代家賃には、百貨店などのインショップ７店舗に

関する歩合家賃を含めています。 

※２．固定資産除却損の内訳は、以下のとおりです。 ※２．固定資産除却損の内訳は、以下のとおりです。 

工具、器具及び備品             83千円

 計              13,037 

建物附属設備      6,198千円

車両運搬具           117  

工具、器具及び備品          6,721 
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加160株は単元未満株式の買取りによる増加です。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  183,765,644  －  －  183,765,644

合計  183,765,644  －  －  183,765,644

自己株式         

普通株式  445  160  －  605

合計  445  160  －  605

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  183,765  1.0 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  183,765  利益剰余金  1.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加67株は単元未満株式の買取りによる増加です。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  183,765,644  －  －  183,765,644

合計  183,765,644  －  －  183,765,644

自己株式         

普通株式  605  67  －  672

合計  605  67  －  672

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  183,765  1.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  183,764  利益剰余金  1.0 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定       1,139,525千円

現金及び現金同等物     1,139,525千円

現金及び預金勘定         905,426千円

現金及び現金同等物        905,426千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの 

以外のファイナンス・リース取引 

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額 

  

  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

 工具、器具及び備品  46,087  11,045  35,041

 ソフトウェア  5,683  1,610  4,073

合計  51,771  12,656    39,114

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

  該当事項はありません。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

  該当事項はありません。  

  

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準

じた会計処理によっており、その内容は次のとおりで

す。  

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額 

   

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 9,964千円 

 １年超 30,272  

合計  40,237  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

 工具、器具及び備品  46,087  20,263  25,823

 ソフトウェア  5,683  2,747  2,936

合計  51,771  23,010  28,760

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減 

  価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

 支払リース料 11,219千円 

 減価償却費相当額 10,227  

 支払利息相当額 1,835

 １年内 10,411千円 

 １年超 19,861  

合計  30,272  

  

(4）減価償却費相当額の算定方法および利息相当額の 

  算定方法 

  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額および減損損失 

    減価償却費相当額の算定方法 

    ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

     定額法によっています。 

 支払リース料 11,536千円 

 減価償却費相当額 10,354  

 支払利息相当額 1,572  

  利息相当額の算定方法 

  ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

   額を利息相当額とし、各期への配分方法について

   は利息法によっています。 

  

 (4）減価償却費相当額の算定方法および利息相当額の 

     算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

  

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

 利息相当額の算定方法 

    同左 

      （減損損失について） 

    同左 
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上 
額(千円) 

差額(千円) 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1)株式  －  －  －

(2)債券       

 ①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  －  －  －

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1)株式  168  0  △167

(2)債券       

 ①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  168  0  △167

合計  168  0  △167
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

  種類 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上 
額(千円) 

差額(千円) 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1)株式  －  －  －

(2)債券       

 ①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  －  －  －

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1)株式  －  －  －

(2)債券       

 ①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  5,000  4,010  △990

(3)その他  －  －  －

小計  5,000  4,010  △990

合計  5,000  4,010  △990
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（デリバティブ取引関係）

 前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項  

(1）取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連での通貨

オプションです。  

１．取引の状況に関する事項  

(1）取引の内容  

同左 

(2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

です。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクを回避し、安定的な利益の確保をはかる目的で

利用しています。 

(3）取引の利用目的 

  同左 

(4）取引に係るリスクの内容   

  通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリスク

を有しています。なお、取引相手先は信用度の高い銀

行であるため、信用リスクはほとんどないと認識して

います。 

(4）取引に係るリスクの内容   

  同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

および取引限度額などを定めた社内ルールにしたがっ

て行っています。  

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6）取引の時価などに関する事項についての補足説明 

取引の時価などに関する事項についての契約額など

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契

約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体

がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものでは

ありません。 

(6）取引の時価などに関する事項についての補足説明 

同左 

２．取引の時価等に関する事項 

    デリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用され

ているため、注記の対象から除いています。  

２．取引の時価等に関する事項 

  期末残高がないため、該当事項はありません。     
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（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社グループは確定給付型の制度として、退職一時金

制度を設けています。また、従業員の退職などに際し

て、割増退職金を支払う場合があります。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

  

２．退職給付債務およびその内訳 

(1） 退職給付債務    72,924千円

(2） 退職給付引当金    72,924千円

２．退職給付債務およびその内訳 

(1）退職給付債務    93,496千円

(2）退職給付引当金    93,496千円

（注）当社グループは退職給付債務の算定にあたり、期末

退職金要支給額を期末退職給付債務とみなす簡便法

を採用しています。  

（注）当社グループは退職給付債務の算定にあたり、期末

退職金要支給額を期末退職給付債務とみなす簡便法

を採用しています。  

３．退職給付費用の内訳 

退職給付費用   

勤務費用        20,929千円

３．退職給付費用の内訳 

退職給付費用   

勤務費用        28,341千円
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該当事項はありません。 

  

  

   該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (1)流動の部 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (1)流動の部 

繰延税金資産   

未払事業税     26,887千円

貸倒引当金    6,254千円

未払法定福利費      696千円

賞与引当金     1,215千円

役員退職慰労引当金    16,200千円

たな卸資産未実現利益の消去      3,726千円

小計     54,979千円

評価性引当額      －千円

合計     54,979千円

(2)固定の部 

繰延税金資産 

  

退職給付引当金   29,363千円

減損損失      6,479千円

繰越欠損金    35,810千円

その他    67千円

小計     71,720千円

評価性引当額  △36,256千円

 合計     35,463千円

繰延税金資産   

未払事業税     16,011千円

貸倒引当金       774千円

たな卸資産未実現利益の消去      3,626千円

小計     20,412千円

評価性引当額      △48千円

合計     20,363千円

(2)固定の部 

繰延税金資産 

  

退職給付引当金     37,865千円

減損損失      8,403千円

繰越欠損金    89,443千円

その他      400千円

小計    136,113千円

評価性引当額  △90,124千円

 合計     45,989千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率  40.5％

（調整）   

交際費等 

住民税均等割等 

  1.4％

  2.7％

評価性引当額   0.7％

その他   1.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  46.8％

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略しています。 

（企業結合等）
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

  事業は、商品の系列および市場の類似性を考慮して区分しています。 

２．各区分に属する主要なブランド 

３．減価償却費および資本的支出には、長期前払費用と同費用にかかる償却額が含まれています。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
 ブライダル 
ジュエリー事業 

（千円） 

ウエディング 
プロデュース事業

（千円） 

計 
（千円） 

消去または全社  
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高および営業損益

売上高 
                             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 11,604,757  333,805  11,938,563  －  11,938,563

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 908  1,470  2,378  △2,378  －

計  11,605,665  335,275  11,940,941  △2,378  11,938,563

 営業費用  10,567,271  362,012  10,929,283  △2,378  10,926,905

 営業利益  1,038,394  △26,736  1,011,657  －  1,011,657

Ⅱ 資産、減価償却費およ

び資本的支出 
                             

資産   8,724,505  37,394  8,761,900  －  8,761,900

減価償却費   188,524  545  189,069  －  189,069

資本的支出   388,252  －  388,252  －  388,252

事業区分  主要ブランドなど 

 ブライダルジュエリー事業  銀座ダイヤモンドシライシ、エクセルコダイヤモンド、ホワイトベル 

 ウエディングプロデュース事業  オリーブの丘 
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

  事業は、商品の系列および市場の類似性を考慮して区分しています。 

２．各区分に属する主要なブランド 

３．減価償却費および資本的支出には、長期前払費用と同費用にかかる償却額が含まれています。 

    

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）および当連結会計年度（自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日） 

 本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの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、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）および当連結会計年度（自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  
 ブライダル 
ジュエリー事業 

（千円） 

ウエディング 
プロデュース事業

（千円） 

計 
（千円） 

消去または全社  
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高および営業損益

売上高 
                             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 11,709,594  336,318  12,045,912  －  12,045,912

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 757  1,181  1,938  △1,938  －

計  11,710,351  337,499  12,047,851  △1,938  12,045,912

 営業費用  10,968,691  348,579  11,317,270  △1,938  11,315,331

 営業利益  741,659  △11,079  730,580  －  730,580

Ⅱ 資産、減価償却費およ

び資本的支出 
                             

資産   9,419,547  31,632  9,451,179  －  9,451,179

減価償却費   239,649  361  240,010  －  240,010

資本的支出   751,062  －  751,062  －  751,062

事業区分  主要ブランドなど 

 ブライダルジュエリー事業  銀座ダイヤモンドシライシ、エクセルコダイヤモンド、ホワイトベル 

 ウエディングプロデュース事業  オリーブの丘 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

（注）１．ジャン・ポール・トルコウスキーおよびリオール・クンスラーが第三者（エクセルコＮ．Ｖ．およびF.T.K. 

BVBA）の代表者として行った取引であり、価格などは一般的取引条件によっています。 

   ２．F.T.K. BVBAの正式社名は、F.T.K. BVBA Worldwide Manufacturingです。 

  

   

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  （追加情報） 

   当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）および 

 「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用し 

 ております。 

  なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

役員及び個人主要株主等 

（注）１．ジャン・ポール・トルコウスキーおよびリオール・クンスラーが第三者（エクセルコＮ．Ｖ．およびF.T.K. 

BVBA）の代表者として行った取引であり、価格などは一般的取引条件によっています。 

   ２．F.T.K. BVBAの正式社名は、F.T.K. BVBA Worldwide Manufacturingです。   

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 

資本金
又は出
資金 
（千円） 

職業 

議決権
等の被
所有割
合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 

ジャン・

ポール・

トルコウ

スキー 

ベルギ

ー 

 －

当社非常勤取締

役 

エクセルコＮ．

Ｖ．社長 

F.T.K. BVBAマ

ネージング・デ

ィレクター 
 －  －  －

エクセルコ

Ｎ．Ｖ．お

よびF.T.K.

BVBAからの

ダイヤモン

ド仕入 

 1,471,731 買掛金  101,368

リオー

ル・クン

スラー 

ベルギ

ー 

当社非常勤取締

役 

エクセルコＮ．

Ｖ．社長 

F.T.K. BVBA 

マネージング・

ディレクター 

属性 氏名 住所 

資本金
又は出
資金 
（千円） 

職業 

議決権
等の被
所有割
合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 

ジャン・

ポール・

トルコウ

スキー 

ベルギ

ー 

 －

当社非常勤取締

役 

エクセルコＮ．

Ｖ．社長 

F.T.K. BVBAマ

ネージング・デ

ィレクター 
 －  －  －

エクセルコ

Ｎ．Ｖ．お

よびF.T.K.

BVBAからの

ダイヤモン

ド仕入 

 889,959 買掛金  47,592

リオー

ル・クン

スラー 

ベルギ

ー 

当社非常勤取締

役 

エクセルコＮ．

Ｖ．社長 

F.T.K. BVBA 

マネージング・

ディレクター 
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 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

   該当事項はありません。 

  

  早期適用を行っていないため、開示を省略しています。  

  

  早期適用を行っていないため、開示を省略しています。  

  

  早期適用を行っていないため、開示を省略しています。  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額   30円82銭

１株当たり当期純利益金額    ３円13銭

１株当たり純資産額     31円87銭

１株当たり当期純利益金額      ２円05銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在

株式が存在しないため、記載していません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在

株式が存在しないため、記載していません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当期純利益        （千円）  574,827  377,097

普通株主に帰属しない金額 （千円） －  －  

普通株式に係る当期純利益 （千円）  574,827  377,097

期中平均株式数      （千株）  183,765  183,765

（重要な後発事象）

（金融商品関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産の時価等関係）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,077,764 850,010

受取手形及び売掛金 577,028 554,549

商品 4,543,940 －

商品及び製品 － 4,891,601

貯蔵品 84,022 －

原材料及び貯蔵品 － 119,317

前払費用 93,652 102,597

繰延税金資産 51,253 16,737

関係会社短期貸付金 10,000 －

その他 35,804 47,475

貸倒引当金 △15,443 △17,868

流動資産合計 6,458,022 6,564,421

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 1,285,230 1,698,490

減価償却累計額 △538,999 △683,466

減損損失累計額 △16,976 △8,524

建物附属設備（純額） 729,255 1,006,498

車両運搬具 7,881 7,881

減価償却累計額 △7,558 △7,637

車両運搬具（純額） 323 244

工具、器具及び備品 803,332 1,030,914

減価償却累計額 △444,719 △459,222

減損損失累計額 △10,818 △6,185

工具、器具及び備品（純額） 347,794 565,506

建設仮勘定 7,393 2,381

有形固定資産合計 1,084,766 1,574,631

無形固定資産   

ソフトウエア 15,967 24,908

電話加入権 4,932 4,932

無形固定資産合計 20,900 29,841

投資その他の資産   

投資有価証券 0 4,010

関係会社株式 35,136 35,136

出資金 1,215 －

長期前払費用 67,694 46,838

繰延税金資産 35,463 45,755

敷金及び保証金 1,020,843 1,092,424

その他 462 2,083

投資その他の資産合計 1,160,816 1,226,249

固定資産合計 2,266,483 2,830,721

資産合計 8,724,505 9,395,142
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 315,997 297,603

短期借入金 1,300,000 1,615,000

1年内返済予定の長期借入金 58,720 200,160

未払金 198,747 232,764

未払費用 220,769 180,094

未払法人税等 335,012 183,257

未払消費税等 11,014 29,881

前受金 264,010 200,397

賞与引当金 3,000 －

役員賞与引当金 14,200 －

役員退職慰労引当金 40,000 －

その他 27,005 26,282

流動負債合計 2,788,477 2,965,441

固定負債   

長期借入金 66,400 319,438

退職給付引当金 71,400 91,815

長期未払金 86,447 120,237

固定負債合計 224,247 531,490

負債合計 3,012,725 3,496,932

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,777,743 1,777,743

資本剰余金   

資本準備金 1,536,643 1,536,643

資本剰余金合計 1,536,643 1,536,643

利益剰余金   

利益準備金 23,531 23,531

その他利益剰余金   

別途積立金 300,000 300,000

繰越利益剰余金 2,074,474 2,260,953

利益剰余金合計 2,398,005 2,584,484

自己株式 △68 △70

株主資本合計 5,712,322 5,898,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △99 △589

繰延ヘッジ損益 △442 －

評価・換算差額等合計 △541 △589

純資産合計 5,711,780 5,898,210

負債純資産合計 8,724,505 9,395,142
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,605,665 11,710,351

売上原価   

商品期首たな卸高 3,495,642 4,543,940

当期商品仕入高 4,879,580 3,968,801

外注加工費 214,390 210,791

合計 8,589,612 8,723,533

他勘定振替高 － 16,074

商品期末たな卸高 4,543,940 4,891,601

商品売上原価 ※1  4,045,672 ※1  3,815,857

売上総利益 7,559,993 7,894,493

販売費及び一般管理費 ※2  6,520,556 ※2  7,151,636

営業利益 1,039,436 742,857

営業外収益   

受取利息 1,128 525

為替差益 66,160 －

未払配当金除斥益 － 3,191

その他 5,033 2,523

営業外収益合計 72,321 6,240

営業外費用   

支払利息 23,201 34,820

貸倒引当金繰入額 10,000 －

為替差損 － 1,685

その他 － 220

営業外費用合計 33,201 36,725

経常利益 1,078,556 712,372

特別利益   

保険差益 18,099 －

貸倒引当金戻入額 － 3,649

役員退職慰労引当金戻入額 － 1,500

特別利益合計 18,099 5,149

特別損失   

関係会社株式評価損 ※3  － ※3  20,000

貸倒引当金繰入額 － 16,074

固定資産除却損 ※4  83 ※4  12,878

その他 － 167

特別損失合計 83 49,121

税引前当期純利益 1,096,572 668,400

法人税、住民税及び事業税 520,904 273,598

法人税等調整額 △17,911 24,557

法人税等合計 502,993 298,156

当期純利益 593,579 370,244
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,777,743 1,777,743

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,777,743 1,777,743

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,536,643 1,536,643

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,536,643 1,536,643

資本剰余金合計   

前期末残高 1,536,643 1,536,643

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,536,643 1,536,643

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 23,531 23,531

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,531 23,531

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 300,000 300,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 300,000 300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,664,659 2,074,474

当期変動額   

剰余金の配当 △183,765 △183,765

当期純利益 593,579 370,244

当期変動額合計 409,814 186,479

当期末残高 2,074,474 2,260,953

利益剰余金合計   

前期末残高 1,988,190 2,398,005

当期変動額   

剰余金の配当 △183,765 △183,765

当期純利益 593,579 370,244

当期変動額合計 409,814 186,479

当期末残高 2,398,005 2,584,484
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △60 △68

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △1

当期変動額合計 △8 △1

当期末残高 △68 △70

株主資本合計   

前期末残高 5,302,516 5,712,322

当期変動額   

剰余金の配当 △183,765 △183,765

当期純利益 593,579 370,244

自己株式の取得 △8 △1

当期変動額合計 409,805 186,477

当期末残高 5,712,322 5,898,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △86 △99

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 △489

当期変動額合計 △12 △489

当期末残高 △99 △589

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 59,023 △442

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,465 442

当期変動額合計 △59,465 442

当期末残高 △442 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 58,936 △541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,478 △47

当期変動額合計 △59,478 △47

当期末残高 △541 △589

純資産合計   

前期末残高 5,361,452 5,711,780

当期変動額   

剰余金の配当 △183,765 △183,765

当期純利益 593,579 370,244

自己株式の取得 △8 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,478 △47

当期変動額合計 350,327 186,430

当期末残高 5,711,780 5,898,210
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 該当事項はありません。 

  

  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1)子会社株式 

同左 

  (2)その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格などにもとづく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しています。 

(2)その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

２．デリバティブなどの評価

基準および評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準お

よび評価方法 

(1)商品 

①ダイヤモンドルース（裸石）・マ

リッジリング・メレ石 

個別法による原価法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産  

(1)商品 

  ①ダイヤモンドルース（裸石）・マ

リッジリング・メレ石 

   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も

とづく簿価切下げの方法により算

定） 

  ②枠・地金・その他商品 

総平均法による原価法 

  ②枠・地金・その他商品 

   総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に

もとづく簿価切下げの方法により

算定） 

  (2)貯蔵品 

  終仕入原価法 

(2)貯蔵品 

      終仕入原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下にもとづ

く簿価切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

  当事業年度より「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日公表分）を適用してい

ます。 

 これによる営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微です。   
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法によっています。なお、主な

耐用年数は以下のとおりです。 

 建物附属設備    ３～18年 

 車両運搬具     ２～６年 

 工具、器具及び備品 ２～20年 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

  (2)無形固定資産 

定額法によっています。なお、ソフト

ウェア（自社利用分）については、社

内における利用可能期間（５年）にも

とづく定額法を採用しています。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3)長期前払費用 

均等償却によっています。 

  

(3)長期前払費用 

同左 

  

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しています。 

  

同左 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

一般債権については、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権など特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しています。 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支給に備え

て、支給見込額にもとづき計上してい

ます。  

(2)賞与引当金 

        ────── 

  (3)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額にもとづき計上し

ています。 

(3)役員賞与引当金 

        ────── 

  (4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額にもとづき計上しています。 

(4)退職給付引当金 

             同左 

  (5)役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、当事業年度における支給見込

額にもとづき計上しています。  

(5)役員退職慰労引当金 

────── 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

にかかる方法に準じた会計処理によって

います。 

  

────── 

８．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっています。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・通貨オプション 

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・同左 

ヘッジ対象・・・同左 

  (3)ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場の変動リスクを

回避する目的で行っています。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、両者

の変動額などを基礎にして判断してい

ます。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

       同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は

税抜方式によっています。 

消費税等の会計処理 

同左 

㈱シーマ　（7638）　平成21年３月期　決算短信㈱シーマ　（7638）　平成21年３月期　決算短信

- 45 -



  

重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

────── 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によってい

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常

の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっていま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を適用してい

ます。  

 これによる営業利益、経常利益および税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微です。  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  

  

  

────── 

（貸借対照表） 

  前事業年度まで区分掲記しておりました「出資金」 

 （当事業年度は828千円）は、金額的重要性が乏しくな

 ったため投資その他の資産の「その他」に含めて表示 

 することにしました。 

  

  （損益計算書） 

  

  

 ────── 

  

 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示していました「未払配当金除斥益」は、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度における「未払配当金除斥益」の

金額は、172千円です。 
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  該当事項はありません。 

  

  

注記事項

（貸借対照表関係）

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

※１．関係会社からの仕入高        111,083千円 ※１．関係会社からの仕入高         83,523千円

※２．販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売費  

62％、一般管理費38％です。 

販売費及び一般管理費のうち主要な品目ならびに金

額は、以下のとおりです。 

※２．販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売費  

62％、一般管理費38％です。 

販売費及び一般管理費のうち主要な品目ならびに金

額は、以下のとおりです。 

給与手当      1,760,661千円

広告宣伝費  1,358,643

地代家賃  948,825

支払手数料  776,228

減価償却費  156,002

法定福利費  224,249

消耗品費  164,968

役員報酬  94,886

役員退職慰労引当金繰入額  40,000

退職給付費用   20,781

役員賞与引当金繰入額  14,200

賞与引当金繰入額  3,000

貸倒引当金繰入額  770

給与手当      1,966,314千円

広告宣伝費  1,442,060

地代家賃  1,062,986

支払手数料  799,452

減価償却費  221,790

法定福利費  251,942

消耗品費  201,310

役員報酬  68,473

退職給付費用   28,185

なお、地代家賃には、百貨店などのインショップ６店舗 

に関する歩合家賃を含めています。 

なお、地代家賃には、百貨店などのインショップ７店舗 

に関する歩合家賃を含めています。 

※３． 

 ────── 

※３．関係会社株式評価損 

   子会社である㈱トゥインクルスターの株式を評価

減したものです。 

  

※４．固定資産除却損の内訳は、以下のとおりです。 ※４．固定資産除却損の内訳は、以下のとおりです。 

工具、器具及び備品             83千円

      

建物附属設備          6,157千円

工具、器具及び備品          6,721   

 計         12,878   
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加160株は単元未満株式の買取りによる増加です。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加67株は単元未満株式の買取りによる増加です。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  445  160  ―  605

合計  445  160  ―  605

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  605  67  －  672

合計  605  67  －  672
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの 

以外のファイナンス・リース取引 

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額 

  

  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

 工具、器具及び備品  46,087  11,045  35,041

 ソフトウェア  5,683  1,610  4,073

合計  51,771  12,656    39,114

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

  該当事項はありません。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

  該当事項はありません。  

  

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準

じた会計処理によっており、その内容は次のとおりで

す。  

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額 

   

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 9,964千円 

 １年超 30,272  

合計  40,237  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

 工具、器具及び備品  46,087  20,263  25,823

 ソフトウェア  5,683  2,747  2,936

合計  51,771  23,010  28,760

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減 

  価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

 支払リース料 11,219千円 

 減価償却費相当額 10,227  

 支払利息相当額 1,835

 １年内 10,411千円 

 １年超 19,861  

合計  30,272  

  

(4）減価償却費相当額の算定方法および利息相当額の 

  算定方法 

  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額および減損損失 

    減価償却費相当額の算定方法 

    ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

     定額法によっています。 

 支払リース料 11,536千円 

 減価償却費相当額 10,354  

 支払利息相当額 1,572  

    利息相当額の算定方法 

    ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

    額を利息相当額とし、各期への配分方法については

    利息法によっています。 

  

 (4）減価償却費相当額の算定方法および利息相当額の 

     算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

  

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

 利息相当額の算定方法 

    同左 

      （減損損失について） 

    同左 
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 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）および当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年

３月31日） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動）   

未払事業税 

貸倒引当金 

未払法定福利費 

賞与引当金 

役員退職慰労引当金 

    26,887千円

   6,254千円

    696千円

    1,215千円

   16,200千円

 合計     51,253千円

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金     28,917千円

減損損失      6,479千円

その他        67千円

 合計     35,463千円

繰延税金資産（流動）   

未払事業税  16,011千円

貸倒引当金  726千円

 合計     16,737千円

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金     37,185千円

減損損失      8,169千円

関係会社株式評価損     4,159千円

その他       400千円

 小計     49,914千円

評価性引当額   △4,159千円

 合計     45,755千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率    40.5％

（調整）   

交際費等    1.4％

住民税均等割等    2.6％

その他  1.4％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
 45.9％

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しています。 
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

 該当事項はありません。 

  

    早期適用を行っていないため、開示を省略しています。  

  

  早期適用を行っていないため、開示を省略しています。  

  

  早期適用を行っていないため、開示を省略しています。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額     31円08銭

１株当たり当期純利益金額     ３円23銭

１株当たり純資産額       32円10銭

１株当たり当期純利益金額       ２円01銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在

株式が存在しないため、記載していません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在

株式が存在しないため、記載していません。 

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

当期純利益        （千円）  593,579  370,244

普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益 （千円）  593,579  370,244

期中平均株式数      （千株）  183,765  183,765

（重要な後発事象）

（金融商品関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産の時価等関係）
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(1）役員の異動 

 該当事項はありません。  

(2）その他 

 平成21年５月18日に「アナリスト向け決算説明会」を開催する予定です。同説明会で使用される決算説明会資料を

同18日に開示する予定です。 

  

６．その他
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