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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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9月期第2四半期 1,771 △13.9 △189 ― △282 ― △1,440 ―
20年9月期第2四半期 2,056 178.6 50 ― △135 ― △112 ―

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9月期第2四半期 △3.22 ―
20年9月期第2四半期 △0.25 ―

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9月期第2四半期 7,129 6,801 95.4 15.19
20年9月期 8,187 7,718 94.3 17.24

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  6,853百万円 20年9月期  7,718百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年9月期 ― 0.00
21年9月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 3,600 △14.0 △500 ― △650 ― △1,950 ― △4.13
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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) 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  無  

(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） 

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9月期第2四半期 447,692,131株 20年9月期  447,692,131株
② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  15,341株 20年9月期  14,161株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 447,677,270株 20年9月期第2四半期 447,678,490株
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 当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

危機により、多少回復を見せ始めたものの依然として続く株式市場の低迷、円高等企業をとりまく業況は悪化して

おり、更に雇用情勢の悪化が激しくなる等景気の減速感が強まる中で推移いたしました。 

 このような情勢下にあって現在当社グループの宝飾品事業における営業展開は、株式会社クロニクルの代理店事

業及び株式会社アメイジングバリューによるリセール・オークション事業並びに株式会社ドゥーズによる正規品販

売事業として業態の住み分けを明確にし、国内外へ積極的展開を行っております。 

 また、平成20年12月25日開催の第29期定時株主総会におきまして、当社の宝飾品事業を吸収分割にて、高級輸入

時計部門を株式会社アメイジングバリューへ、ジュエリー部門を株式会社ドゥーズへ継承する旨の契約の承認を行

い、平成21年２月１日付をもって両社へ分割継承行いました。 

 これにより当社は、投資事業を中心とする持株会社化へと変貌を遂げる事となりました。 

  しかしながら、当第２四半期における宝飾品事業は、世界的な経済環境の悪化による影響を受ける形となり国内

外とも取引は厳しい状況となりました。その結果、売上高は 百万円に止まりました。 

 宝飾品事業全体としての売上高は、現在の経済情勢の影響を受け厳しい展開を余儀なくされております。 

 また前連結会計年度より引き続いている海外大口取引先企業の内部における代表者の更迭及び訴訟等の問題によ

る事業活動の一部停止あるいは凍結等の問題による影響は依然として完全解決には至っておりません。前連結会計

年度末時点でも予測しましたとおり、当期中の完全回復が難しいという現状に変化はありませんでした。なお、現

在は周囲ディーラーとの取引も含めまして正常化への調整が進み、回復する見込みとなっております。 

 その他、海外に対する売掛金及び外貨預金等においては若干の円安により為替差益が発生し、第１四半期会計期

間において計上した多額の為替差損をわずかながら回復しましたものの全額を解消する迄には至りませんでした。

 投資事業におきましては現在の株式市場の若干の回復により取引高が増えた結果、当初の予定より大幅に売上高

が増加いたしました。 

 また、第2四半期末時点で保有しております株式等の一部については若干の時価回復等が発生いたしましたが、

新たに投資有価証券評価損 百万円等も発生しており特別損失区分に計上致しております。 

 WEB情報事業におきましては、結婚情報サイト「ピュア・アイ」事業を中心に各種WEB広告事業や通信販売事業を

行い堅調に推移しております。 

 以上の結果、売上高につきましては、 百万円、営業損失は 百万円となりました。 

 経常損失におきましては、海外売掛金及び外貨預金の期末評価等による為替差益 百万円等の営業外収益 百万

円及び営業外費用 百万円の計上により 百万円となりました。 

 四半期純損失におきましては、前述の投資有価証券評価損 百万円並びに営業出資金評価損 百万円等の計上

により 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あります。 

 ［宝飾品事業］ 

 宝飾品部門におきましては、利益率向上を目的とし正規品取扱業務のみではなく、グループ全体として海外市場

も含めたリセール市場・オークション市場への進出を行い、シェア拡大・向上に努めてまいりましたが、世界的な

経済環境の悪化による影響等の結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は 百万円となりました。 

 ［投資事業］ 

 昨今の経済事情を鑑み、慎重に資金運用した結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は 百万円となり

ました。 

 ［WEB情報事業］ 

 結婚情報サイト「ピュアアイ」の運営、WEB広告等を積極的に展開した結果、当第２四半期連結会計期間におけ

る売上高は 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
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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 資産につきましては、第１四半期会計期間末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。資産減少の

主な内容は、減損処理に基づく投資有価証券評価損 百万円及びのれん償却 百万円並びに貸倒引当金 百万円の

計上等による減少であります。 

 負債につきましては、第１四半期会計期間末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。負債減少の主な

原因は、法人税等の支払に伴う未払法人税等 百万円の減少等によるものであります。 

 純資産につきましては、第１四半期会計期間末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。純資産減

少の主な原因は、四半期純損失の計上 百万円によるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期会計期間末に

比べ 百万円（3.8％）増加し、 百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

  営業活動の結果、増加した資金は30百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失 百万円の計上、未払金の減少額△83百万円、法人税等の支払額

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） 

 投資活動の結果、増加した資金は 百万円となりました。 

  これは主に、貸付による支出 百万円、貸付金の回収による収入 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） 

 財務活動の結果、使用した資金は 百万円となりました。 

 これは主に、自己株式の取得による支出 百万円によるものであります。 

  

  

 当第２四半期の連結売上高は当初計画を10.7%程度上回る水準で推移しましたが、第３四半期以降も宝飾品及び株式

市況の不振が続くものと予想されます。 

 これにより本日別途開示いたしました、「平成21年9月期第２四半期累計（連結・個別）の実績値と業績予想のとの

差異及び通期（連結・個別）の業績予想の修正について」にてお知らせいたしましたとおり、平成21年2月20日の業績

予想の修正で発表しました業績予想に若干の修正を行うことといたします。 

「宝飾品事業」 

 まず、宝飾品事業におきましては、第２四半期までと同様に消費者の購買意欲は、依然伸び悩む状況になると考えら

れます。当面は大きく業績の回復を行うことは難しいと考えております。 

 宝飾品事業において、現在リセール商品のネット通販や卸売業務関連を中心に従来の国内販路の拡大を推し進めてお

り、若干の上乗せが期待できる状況となっております。 

 また、店舗営業においては商品評価損計上により販売単価の見直しが可能となり上期と比較して多少ながらも販売し

やすい環境が整いつつあります。 

 しかしながら、第２四半期までの売上高増加分を加味し、当初の予想値560百万円を620百万円に若干の上方修正が必

要と判断いたしました。 

「投資事業」 

 投資事業におきましては、第２四半期累計期間迄に計上した売上高減少につながる評価損の計上は下期に関して押さ

えることが可能であると予測いたしております。 

 しかしながら、下期においても第２四半期累計期間と同様に若干の回復は見せるものの依然国内市場の不透明感は払

拭できず、投資事業の大幅な回復は難しいと判断せざるを得ず売上高の減少を回復することは難しい状況であると考え

第２四半期での回復を基準にし、当初予定しておりました通期の予想70百万円を110百万円に上方修正いたします。 

「WEB情報事業」 

WEB情報事業につきまして基本的に当初の予想数値である通期2,870百万円を予想しております。 

以上が、通期における売上高の修正理由でありますが、第２四半期同様に大幅な特別損失を計上いたしており売上

高に加えて利益面においても営業外費用、特別損失の計上を行った事も併せて業績予想の修正に至った大きな理由であ

ります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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３．連結業績予想に関する定性的情報
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なお、平成21年2月20日の業績予想の修正で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

  

(2)平成21年9月期 通期（連結）の業績予想の修正 （平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

  

該当事項はありません。 

  

  

１．簡便な会計処理  

  該当事項はありません。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

  

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。 

２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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 平成18年7月5日)が

適用されたことに伴い、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。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は 千

円、税金等調整前四半期純損失は、 千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  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) 

(平成21年2月20日発表） 
3,500 △550 △700 △1,950 △4.13 

今回発表予想(Ｂ) 3,600 △500 △650 △1,950 △4.13 

増減額(Ｂ－Ａ) 100 50 50 － － 

増減率(％) 2.9 － － － － 

前期実績(平成20年9月30日) 4,069 △280 △529 △1,334 △2.98 

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

4,180

130,009
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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21年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 690,509 749,413

売掛金 410,983 1,402,455

営業投資有価証券 116,793 227,212

営業出資金 1,000,135 1,093,760

営業貸付金 345,588 246,447

商品 1,288,692 1,302,378

繰延税金資産 19,080 24,924

その他 179,355 650,489

貸倒引当金 △7,441 △399,535

流動資産合計 4,043,697 5,297,546

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 60,394 51,615

減価償却累計額 △8,273 △6,605

減損損失累計額 △250 －

建物及び構築物（純額） 51,869 45,009

工具、器具及び備品 85,656 92,544

減価償却累計額 △68,152 △63,471

減損損失累計額 △9,384 －

工具、器具及び備品（純額） 8,119 29,073

車両運搬具 4,830 4,830

減価償却累計額 △1,405 △503

車両運搬具（純額） 3,424 4,327

土地 75,445 75,445

有形固定資産合計 138,860 153,855

無形固定資産   

のれん 2,100,064 2,146,700

その他 194,263 199,657

無形固定資産合計 2,294,328 2,346,358

投資その他の資産   

投資有価証券 26,404 225,000

長期未収入金 911,995 －

破産更生債権等 317,459 317,459

その他 160,260 166,188

貸倒引当金 △763,778 △318,459

投資その他の資産合計 652,341 390,188

固定資産合計 3,085,530 2,890,402

資産合計 7,129,228 8,187,949
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 64,627 42,796

未払金 79,295 171,139

未払法人税等 29,156 96,931

未払消費税等 4,539 4,325

賞与引当金 35,210 18,274

その他 101,389 125,689

流動負債合計 314,218 459,157

固定負債   

退職給付引当金 10,970 10,764

その他 2,368 －

固定負債合計 13,339 10,764

負債合計 327,558 469,921

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,461,500 5,461,500

資本剰余金 5,218,220 5,218,220

利益剰余金 △3,866,285 △2,426,043

自己株式 △520 △516

株主資本合計 6,812,914 8,253,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,244 △535,132

評価・換算差額等合計 △11,244 △535,132

純資産合計 6,801,670 7,718,027

負債純資産合計 7,129,228 8,187,949
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,771,945

売上原価 668,127

売上総利益 1,103,817

販売費及び一般管理費 1,293,011

営業損失（△） △189,193

営業外収益  

受取利息 2,364

受取配当金 463

債務戻入益 3,623

受取家賃 4,253

還付加算金 4,424

雑収入 126

営業外収益合計 15,254

営業外費用  

支払利息 220

有価証券売却損 2,937

有価証券評価損 744

為替差損 57,667

貸倒損失 46,465

雑損失 328

営業外費用合計 108,365

経常損失（△） △282,304

特別損失  

商品評価損 125,829

有価証券評価損 580,949

出資金評価損 222,419

投資有価証券評価損 190,125

減損損失 13,778

その他 600

特別損失合計 1,133,701

税金等調整前四半期純損失（△） △1,416,006

法人税、住民税及び事業税 18,391

法人税等調整額 5,844

法人税等合計 24,235

四半期純損失（△） △1,440,241
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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10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  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,416,006

減価償却費 34,492

のれん償却額 103,386

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53,225

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,936

退職給付引当金の増減額（△は減少） 206

受取利息及び受取配当金 △2,827

支払利息 220

為替差損益（△は益） 57,667

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 54,014

営業出資金の増減額（△は増加） △129,450

営業貸付金の増減額（△は増加） △99,141

売上債権の増減額（△は増加） 99,162

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,324

仕入債務の増減額（△は減少） 22,233

未収入金の増減額（△は増加） 290,781

その他の資産の増減額（△は増加） △707

未払金の増減額（△は減少） △89,475

その他の負債の増減額（△は減少） △24,086

商品評価損 130,009

有価証券評価損益（△は益） 580,949

出資金評価損 222,419

投資有価証券評価損益（△は益） 190,125

減損損失 13,778

小計 △8,410

利息及び配当金の受取額 2,292

利息の支払額 △220

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 32,733

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,394

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 △2,991

投資有価証券の売却による収入 8,470

貸付けによる支出 △101,200

貸付金の回収による収入 159,646

その他の支出 △143,754

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,829

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △4
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,903

現金及び現金同等物の期首残高 739,374

現金及び現金同等物の四半期末残高 680,471
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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。 

  

続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、平成18年9月期に2,789百万円、平成

19年9月期に1,638百万円、前連結会計年度である平成20

年9月期に500百万円と３期連続して営業活動によるキャ

ッシュ・フローのマイナスの状況が続いております。ま

た、平成19年9月期に160百万円、前連結会計年度である

平成20年9月期に280百万円と２期連続して営業損失を計

上しており、平成19年9月期に1,229百万円、前連結会計

年度である平成20年9月期に1,255百万円と大幅な当期純

損失を計上しております。これにより、当社グループに

は継続企業としての前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 

 また、当第2四半期連結会計期間においても営業損失

120百万円の計上及び営業投資有価証券や営業出資金に

対する減損処理に基づく評価損等の発生により第２四半

期会計期間純損失211百万円を計上しており、依然とし

て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WEB情報事業

の拡大及びM&Aや事業譲受等の事業拡大・強化の計画に

より売上高と利益率の向上を図っております。 

 具体的な施策としましては、WEB情報事業の新規情報

配信コンテンツの立ち上げやWEB広告の拡大による新た

な顧客層の獲得、販路の拡大、また、今後想定しており

ます収益性を重視したM&A等による事業拡大により、売

上及び収益の拡大を見込んでおります。 

 なお、営業キャッシュフローにつきましては当第2四

半期会計期間においてはプラスに転じております。 

 今後は関連会社の拡大・安定した収益の取り込みによ

る増収増益及び海外リセール・オークション事業の再開

及びWEB販売により新たな顧客層の獲得による宝飾品事

業の回復安定化を行ってまいります。 

 上記の諸策により、売上高及び利益の増加を見込んで

おります。 

 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、上記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。 
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注） 

１．事業区分の方法 

 事業は、宝飾品事業、投資事業、WEB情報事業、その他事業にて区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」に記載のとおり、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 平成18年7月5日)を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の宝飾品事業における

営業損失が 千円増加しております。 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
宝飾品 
事業 
(千円) 

投資 
事業 
(千円) 

WEB情報事業
(千円) 

その他
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 
 147,786  52,973  669,506  －  870,266  －    870,266

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 29,169  4,040  29,674  2,070  64,954  △64,954  －

計  176,955  57,013  699,181  2,070  935,221  △64,954    870,266

営業利益（又は営

業損失） 
 △122,313  △17,265  61,121  754  △77,702  △42,373  △120,076

  
宝飾品 
事業 

（千円） 

投資 
事業 

（千円） 

WEB情報事業
（千円） 

その他
事 

(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 
 323,891  67,277  1,380,776  －  1,771,945  －  1,771,945

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 34,294  7,080  62,438  7,260  111,072  △111,072  －

計  358,186  74,357  1,443,214  7,260  1,883,018  △111,072  1,771,945

営業利益（又は営

業損失） 
 △218,323  △60,399  169,245  3,671  △105,805  △83,388  △189,193

事業区分 主要商品

宝飾品事業 宝飾品（高級輸入時計、宝石類）等 

投資事業 営業投資有価証券、匿名組合投資等 

WEB情報事業 WEB情報サイト運営、広告等 

その他事業 マネージメント料等 

4,180
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 当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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おります。 

  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「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10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    2,056,448  100.0

Ⅱ 売上原価    753,160  36.6

売上総利益    1,303,287  63.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,252,809  60.9

営業利益    50,478  2.5

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  3,567     

２．受取配当金  268     

３．債務戻入益  11,976     

４．社宅利用料収入  3,000     

５．匿名組合分配金  4,250     

６．還付加算金  2,969     

７．雑収入  14  26,047  1.2

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  290     

２．為替差損  135,413     

３．貸倒引当金繰入  31,189     

４．貸倒損失  44,644     

５．雑損失  42  211,580  10.3

経常損失   △135,054 △6.6

Ⅵ 特別利益       

１．過年度法人税等 
  還付修正益 

    22,503  1.1

税金等調整前 
中間純損失   △112,551 △5.5

法人税、住民税 
及び事業税    331  0.0

中間純損失   △112,883 △5.5
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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10月１日 
至 平成20年３月31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失 △112,551

減価償却費  44,029

のれん償却額  76,740

貸倒引当金の増加額  29,989

賞与引当金の減少額 △182

退職給付引当金の減少額 △968

受取利息及び受取配当金 △8,086

支払利息  290

営業出資金の増加額 △140,000

営業投資有価証券の増加額 △19,376

営業貸付金の増加額 △24,397

売上債権の減少額  133,596

たな卸資産の減少額  11,788

未収入金の減少額  29,300

その他流動資産の増加額 △59,210

仕入債務の増加額  11,743

未払金の減少額 △36,970

その他流動負債の減少額 △34,407

小計 △98,671

利息及び配当金の受取額  7,961

利息の支払額    △290

法人税等の支払額 △155,156

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

△246,157

Ⅱ 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 △3,587

投資有価証券の取得による支出 △110,000

投資有価証券の売却による収入   60,000

貸付けによる支出 △40,000

貸付の回収による収入  56,794

その他の投資活動による支出 △17,888

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△54,681

Ⅲ 現金及び現金同等物 
  の減少額 

△300,838

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の期首残高  1,469,984

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の中間期末残高 

 1,169,145
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前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注） 

１．事業区分の方法 

 事業は、宝飾品事業、投資事業、WEB情報事業、その他事業にて区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

（事業区分方法の変更）  

 当中間連結会計期間より事業区分の方法を変更しております。 

 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から２区分しておりましたが、当中

間連結会計期間より、連結子会社の取得に伴う連結グループの事業区分の拡大により「WEB情報事業」と「その

他事業」の２区分が新設され、全４区分となっております。 

 この結果、従来の方法に比べて当中間連結会計期間の売上高は、新設した「WEB情報事業」で1,377,896千円

(うち外部顧客に対する売上高1,377,896千円)増加し、「その他事業」で44,711千円(うち外部顧客に対する売

上高－千円)増加しております。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
宝飾品 
事業 
(千円) 

投資 
事業 
(千円) 

WEB情報事業
(千円) 

その他
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 
 662,564  15,987  1,377,896  －  2,056,448  －  2,056,448

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 37,839  7,080  －  44,711  89,630  △89,630  －

計  700,403  23,067  1,377,896  44,711  2,146,078  △89,630  2,056,448

営業費用  858,961  38,412  1,081,070  33,334  2,011,779  △5,810  2,005,969

営業利益（又は営

業損失） 
 △158,557  △15,345  296,825  11,376  134,298  △83,820  50,478

事業区分 主要商品

宝飾品事業 宝飾品（高級輸入時計、宝石類）等 

投資事業 営業投資有価証券、匿名組合投資等 

WEB情報事業 WEB情報サイト運営、広告等 

その他事業 マネージメント料等 
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前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

（注） 

１．国又は地域は、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地域の内訳は次のとおりであります。 

   欧州・・・スイス 米国・・・アメリカ合衆国 アジア・・・香港等 

（所在地区分方法の変更） 

 当中間連結会計期間より所在地区分の方法を変更しております。 

 所在地区分の方法については、従来、その地理的近接度により３区分しておりましたが、当中間連結会計

期間より、新市場のアジア地域(主に香港等)での売上高が生じておりますため、新たな所在地区分として

「アジア」が追加され、全４区分となっております。 

 この結果、従来の方法に比べて当中間連結会計期間の売上高は、新設した「アジア」で3,118千円増加し

ております。  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

（注）  

１．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。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  欧州・・・スイス 米国・・・アメリカ合衆国 アジア・・・香港 

 （国又は地域区分方法の変更）  

 当中間連結会計期間より国又は地域区分の方法を変更しております。 

 国又は地域区分の方法については、従来、その地理的近接度により３区分しておりましたが、当中間連結

会計期間より、新市場のアジア地域(主に香港等)での売上高が生じておりますため、新たな国又は地域区分

として「アジア」が追加され、全４区分となっております。 

 この結果、従来の方法に比べて当中間連結会計期間の売上高は、新設した「アジア」で3,118千円増加し

ております。 

  

 該当事項はありません。  

〔所在地別セグメント情報〕

  
国内 
(千円) 

欧州
(千円) 

米国
(千円) 

アジア
(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 
 1,953,076  20,190  80,062  3,118  2,056,448  －  2,056,448

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 89,630  －  －  －  89,630 △89,630  －

計  2,042,707  20,190  80,062  3,118  2,146,078 △89,630  2,056,448

営業費用  1,917,118  18,317  73,651  2,692  2,011,779 △5,810  2,005,969

営業利益  125,588  1,872  6,410  426  134,298 △83,820  50,478

〔海外売上高〕

  欧州 米国 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  20,190  80,062  3,118  103,371

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,056,448

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 1.0  3.9  0.2  5.0

６．その他の情報
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