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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 11,519 ― △548 ― △694 ― △1,935 ―

20年3月期 5,491 ― 237 ― 272 ― 215 ―

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 △84.67 ― △22.9 △5.8 △4.8

20年3月期 11.92 9.34 2.3 2.0 4.3

（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 10,786 7,504 69.6 325.35
20年3月期 13,307 9,411 70.7 454.15

（参考） 自己資本   21年3月期  7,504百万円 20年3月期  9,404百万円

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 △1,662 758 △0 1,489
20年3月期 305 154 △500 2,489

2.  配当の状況 

（注）22年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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）

（注）当社は、決算期を１月31日から３月31日に変更いたしました。この変更に伴い、移行期であった前期の決算は平成19年11月１日から平成20年３月31
日までの５ヶ月間の変則決算となっているため、連結経営成績の売上高等の対前期増減率は記載しておりません。 

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

4,650 △14.1 △170 ― △160 ― △185 ― △80.20

通期 9,878 △14.2 79 ― 89 ― 9 ― 0.39



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、18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」をご覧下さい。 

(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、30ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 24,654,825株 20年3月期 19,654,825株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,589,993株 20年3月期  1,588,273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 

（注）当社は、決算期を１月31日から３月31日に変更いたしました。この変更に伴い、移行期であった前期の決算は平成19年11月１日から平成20年３月31
日までの５ヶ月間の変則決算となっているため、個別経営成績の売上高等の対前期増減率は記載しておりません。 
 

(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 11,495 ― △547 ― △697 ― △1,935 ―

20年3月期 5,467 ― 229 ― 264 ― 214 ―

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 △84.65 ―

20年3月期 11.86 9.29

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 10,758 7,476 69.5 324.14
20年3月期 13,271 9,376 70.7 452.58

（参考） 自己資本 21年3月期  7,476百万円 20年3月期  9,376百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。 



（１）経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 

 当連結会計年度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的な金融危機が実体

経済へ波及し、急激な円高の進行や株式市場の大幅な下落により企業業績が急速に悪化し、景気はかつてないほ

どの厳しい後退局面となりました。 

 宝飾品小売業界におきましては、個人消費は依然として低迷を続けており、雇用情勢の悪化等により消費マイ

ンドが一段と冷え込んでおり、極めて厳しい状態で推移しております。  

 このような状況のもと、当社グループは、当連結会計年度においてダイヤモンドの原石を購入する権利を持つ

原石研磨企業（サイトホルダー）であるＤＩＧＩＣＯグループとして再出発いたしました。ＤＩＧＩＣＯグルー

プが持つ 高級品質のダイヤモンドをお客様へ提供することにより、他社との商品面での差別化を図ってまいり

ました。 

 店舗面におきましては、ニュースタイルショップ「Petit prix」を立ち上げ、出店機会の拡大を図り新たなお

客様の獲得に取り組んでまいりました。 

 また、収益力の回復を 重要課題とし、不採算事業の撤退及び不採算店舗の撤退18店舗を行い営業経費の削減

を実施してまいりました。また、商品構成の見直しに伴う既存商品の処分セールを実施し、店頭商品の入れ替え

を行うことで店舗の活性化に努めてまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は11,519百万円となりました。しかしながら、損益面におきましては、

経費削減を継続的に実施してまいりましたが、既存在庫の処分セールを継続的に実施したこと及び一部商品につ

いては売却処分を行ったことにより原価率が上昇したため、営業損失548百万円となり、経常損失につきましては

為替差損104百万円等により694百万円となりました。また、特別損失として不採算事業の撤退に伴う事業撤退損

202百万円、早期退職制度の実施に伴う退職特別加算金375百万円、投資有価証券売却損243百万円等を計上したこ

とにより当期純損失は1,935百万円となりました。  

 ② 次期の見通し 

 今後のわが国経済につきましては、世界的な金融危機の深刻化や景気の一層の下振れ懸念など、引き続き厳し

い状況が続くことが予想されます。当社グループを取り巻く環境も、個人消費のさらなる冷え込みも懸念され、

経営環境はますます厳しくなるものと思われます。 

 このような状況下ではありますが、当社グループといたしましては、商品及びその価格帯に対する消費者ニー

ズの変化に機敏に対応し、前連結会計年度より実施しております商品構成の見直しを適時実施していくととも

に、 高級品質のダイヤモンドを使用した「Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐｉｄ」商品のブランド化を推し進め、売上高の

維持・向上を図ってまいります。 

 経費面につきましては、店舗別の損益管理体制を重視し、損益と連動した人員配置による人件費の抑制や全社

的な業務効率化、合理化による経費削減に努めてまいります。 

 以上により、次期連結業績見通しといたしましては、売上高9,878百万円（前年同期比△14.2％）、営業利益 

79百万円、経常利益89百万円、当期純利益９百万円を予想しております。  

    

（２）財政状態に関する分析 

 ①資産・負債及び純資産の状況  

 （資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,356百万円（△15.1％）減少し、

7,646百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,053百万円及び受取手形及び売掛金が288百万円減少し

たことによるものであります。 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,164百万円（△27.1％）減少し、

3,139百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却等による減少527百万円及び敷金・差入保証金の回

収等による減少584百万円によるものであります。 

 （負債） 

 当連結会計年度末における負債合計の残高は、前連結会計年度末と比べ613百万円（△15.8％）減少し、3,282

百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が587百万円減少したことによるものであります。 

 （純資産） 

 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ1,907百万円（△20.3％）減少し、7,504百万円

となりました。これは主に、当期純損失1,935百万円の計上によるものであります。 

１．経営成績



 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年

度末に比べ1,000百万円（△40.2％）減少し、1,489百万円となりました。 

 当連結会計年度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。なお、前連結

会計年度は決算期変更に伴い５ヵ月決算となっているため、前期比較は行っておりません。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は1,662百万円となりました。これは主に、売上債権の減少

288百万円による資金の増加があったものの、税金等調整前当期純損失1,883百万円の計上等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） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の増加は758百万円となりました。これは主に、敷金・差入保証金

の回収による収入600百万円及び投資有価証券の売却による収入275百万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） 

 当連結会計年度における財務活動による資金の減少は0百万円となりました。 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。 

 （注） 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 

債務償還年数：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 

※各指数は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済普通株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。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全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

※平成20年３月期は、有利子負債がないため、債務償還年数は記載しておりません。 

※平成21年３月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオは記載しておりません。 

（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、株主に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつとして位置づけております。安定的な配当の維持

並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮し、判断・決定していくこと

としております。 

 当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。当社といたしましては、役員・社員

一丸となって、収益基盤の安定と復配を果たせるよう努めてまいる所存であります。 

 次期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

  平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 ％ 70.7 ％ 69.6

時価ベースの自己資本比率 ％ 24.2 ％ 13.0

債務償還年数  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ  289.1  －



（４）事業等のリスク 

当社グループの事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりであ

ります。 

（賃借した建物の継続的使用について）   

 当社グループは、新規出店の際に賃貸借契約書を法人または個人と締結いたします。当該法人または個人が破

綻等の危機に陥り、契約の継続が困難になった場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

（出店保証金の回収について）  

 当社グループは、新規出店の際に営業保証金、敷金を法人または個人に支払う場合があります。当該法人また

は個人が破綻等の危機に陥ることによって営業保証金、敷金の回収が困難になった場合には当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。 

（人材の確保・育成について） 

 当社グループは、新規出店等に伴う人材の確保・育成については、採用を適時行うとともに、従業員教育の専

門部署による教育を行っております。しかしながら優秀な販売員の育成には時間がかかるため、店舗要員の確保

の面において当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

（個人情報の管理について） 

 当社グループにおいては、グループ各社の顧客情報をそれぞれの会社ごとに管理しており、それぞれ情報管理

責任者を設置して個別に情報管理を行っておりますが、何らかの予想外の原因により情報が流出した場合には、

当社グループに対する社会的信用を失うことになり、業績に影響を与える可能性があります。 

（災害等の発生による影響について） 

 当社グループは、国内において店舗または事務所の施設を保有しており、これらの施設が災害や犯罪等の発生

による被害を受ける可能性があり、その程度によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能

性があります。 

 （情報システムの障害について） 

 当社グループは、店舗及び事務所においてＶＰＮ（バーチャル・プライベート・ネットワーク）を構築し、業

務に利用しておりますが、これらの施設のネットワーク障害や災害による機器の破損などの被害を被る可能性が

あり、その程度によっては業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

（継続企業の前提に関する注記について） 

 「継続企業の前提に関する注記」において記載しておりますとおり、当社グループは、前連結会計年度におい

て営業利益を計上したものの、前々連結会計年度まで３期連続で営業損失を計上しており、また、当連結会計年

度において548百万円の営業損失を計上いたしました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する重要事項等 

 当社グループは、前々連結会計年度まで３期連続で営業損失を計上し、当連結会計年度において548百万円の 

営業損失を計上したことにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループといたしましては、平成20年11月に策定した新中期事業計画に基づき、当連結会計年度において

仕入構造の見直しに着手し、営業経費の削減を目的として不採算事業の撤退等による不採算店舗18店の閉店を行

い、赤字体質の脱却を図ってまいりました。また、商品構成を見直し、利益率の高い新規商品の投入に伴う既存

商品の処分セールを継続的に実施し、収益構造の再構築を図ってまいりました。 

 しかしながら当社グループを取り巻く宝飾品小売業界の環境は、金融危機の深刻化による個人消費の低迷によ

り翌連結会計年度以降につきましても大変厳しい状況が続くと見込んでおります。当社グループといたしまして

は、このような状況に対応すべく、当社グループの親会社であるディジコ・ホールディングス・リミテッドを含

むＤＩＧＩＣＯグループが、 高級品質のダイヤモンドを当社グループへ供給を開始しており、今後はそのダイ

ヤモンドを製造メーカーへ製造委託することにより製造コストの管理を実施し、仕入原価率の低減による粗利益

率の向上を行なってまいります。また、当連結会計年度において18店舗の閉店を実施したことにより、人件費比

率が上昇している状況であるため、人件費の圧縮を主とする販売管理費の削減をより一層進めることにより、新

中期事業計画の実現を図ってまいります。なお、これらの対応策は関係者との協議を行ないながら進めている途

上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  



  

 
（注）１．図の内容は平成21年３月31日現在の状況であります。 

   ２．前連結会計年度において連結子会社でありました株式会社ジュエリーシノン及び株式会社ソバックは平成20

年10月１日付で当社が吸収合併いたしました。 

  

２．企業集団の状況



（１）会社の経営の基本方針 

  「ベリテ」とはフランス語で“誠実（まごころ）”を意味いたします。当社グループは「お客様に対していつ

も誠実でありたい」という思いをこの社名に込め、お客様に満足・信頼いただける商品やサービスの提供に取り

組んでおります。当社グループは、創業以来お客様第一主義を基本として、宝飾品（ジュエリー）を通して美し

さと夢と感動を演出し、人の心に豊かさと楽しさを提供することを目指し、常に誠実さを持って事業を進めてま

いりました。 

  宝飾品の普及を背景として、多くの人々に日常の中で身近な装身具として楽しんでいただけるように、人が集

まるショッピングセンターに明るくて気軽に入りやすい店舗を出店し日本各地に店舗網を拡大してまいりまし

た。 

    株主各位、投資家及び従業員などベリテに関わるあらゆる方々にとって、より価値のある、より魅力的なお店

づくり企業づくりを実現するために進化し続けております。 

   

（２）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標 

  当社グループといたしましては、中長期的な目標として、売上高経常利益率５％超を目指しておりますが、世

界的な経済危機が進行するなか、宝飾品小売市場も引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。このような

状況のもと日本における新しい宝飾価値を創造し、ジュエリーを通じて感動と喜びを提供しお客様に更なるご支

持をいただけるよう顧客満足度のより一層の向上と企業体質の改善を図ってまいります。 

  当社グループの経営ビジョンといたしまして①サイトホルダーとしての優位性を活かし、Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐ

ｉｄダイヤモンドを基幹商品として日本 大のダイヤモンド・リテーラーを目指す②経営資源を有機的に結合さ

せることにより、長期に安定した収益構造の構築を図ることを掲げ、中期経営方針といたしましては①Ｈｅａｒ

ｔ＆Ｃｕｐｉｄ商品のマーケット確立②収益構造の構築③グローバル企業への進化の３重点施策を推進し業績回

復に努めてまいります。 

  

（３）会社の対処すべき課題 

  当社グループは前連結会計年度において営業利益を計上したものの、前々連結会計年度まで３期連続で営業損

失を計上しており、また当連結会計年度において548百万円の営業損失を計上したことにより継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当社グループといたしましては、収益力の回復を 重

要課題と考え平成20年11月に公表いたしました新中期事業計画に基づき、当連結会計年度において不採算事業・

店舗の閉鎖、人件費等の経費削減を実施してまいりました。また、仕入構造の見直しに着手し、利益率の高い新

規商品投入に伴う既存在庫の処分セールを継続的に実施し収益構造の再構築を図ってまいりました。 

    しかしながら、当社グループを取り巻く宝飾品小売業界の環境は、金融危機の深刻化による個人消費の低迷に

より翌連結会計年度以降につきましても引き続き厳しい状況が続くことが予想されます。このような経営環境に

対応すべく、当社グループの親会社であるディジコ・ホールディングス・リミテッドを含むＤＩＧＩＣＯグルー

プは、当社への緻密を極めたカッティング技術により生み出された 高級品質のダイヤモンドの供給を開始して

おります。今後はそのダイヤモンドを製造メーカーへ製造委託することにより製造コストの管理を行い、仕入原

価率の低減による粗利益率の向上に努めてまいります。また当連結会計年度において18店舗の閉店を実施したこ

とにより、人件費率が上昇している状況にあるため、人件費の圧縮を主とする販売管理費の削減をより一層進め

ることにより新中期事業計画の実現を図ってまいります。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 ※2  2,480 ※2  1,427

受取手形及び売掛金 1,362 1,073

有価証券 406 153

たな卸資産 4,101 －

商品 － 4,164

貯蔵品 － 40

その他 679 812

貸倒引当金 △28 △26

流動資産合計 9,003 7,646

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 147 122

その他（純額） 264 241

有形固定資産合計 ※1  411 ※1  364

無形固定資産 100 79

投資その他の資産   

投資有価証券 789 261

敷金・差入保証金 2,588 2,004

その他 413 429

投資その他の資産合計 3,791 2,695

固定資産合計 4,304 3,139

資産合計 13,307 10,786

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,835 2,248

未払金 － 590

賞与引当金 185 －

返品調整引当金 26 24

その他 577 266

流動負債合計 3,625 3,130

固定負債   

ポイント引当金 103 95

その他 167 55

固定負債合計 270 151

負債合計 3,896 3,282



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,772 3,772

資本剰余金 4,423 4,423

利益剰余金 1,592 △342

自己株式 △325 △325

株主資本合計 9,462 7,527

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △57 △22

評価・換算差額等合計 △57 △22

少数株主持分 6 0

純資産合計 9,411 7,504

負債純資産合計 13,307 10,786



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年11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 5,491 11,519

売上原価 2,637 5,951

売上総利益 2,854 5,567

販売費及び一般管理費 ※1  2,616 ※1  6,116

営業利益又は営業損失（△） 237 △548

営業外収益   

受取利息 － 7

受取配当金 35 6

受取賃貸料 － 12

受取手数料 15 13

その他 15 18

営業外収益合計 66 58

営業外費用   

たな卸資産処分損 8 －

投資事業組合等投資損失 6 －

為替差損 － 104

支払手数料 13 59

その他 2 39

営業外費用合計 31 204

経常利益又は経常損失（△） 272 △694

特別利益   

投資有価証券売却益 41 －

特別利益合計 41 －

特別損失   

店舗撤退損 8 －

投資有価証券売却損 － 243

退職特別加算金 － 375

たな卸資産評価損 － 190

事業撤退損 － 202

減損損失 ※2  57 －

その他 － 178

特別損失合計 66 1,189

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

248 △1,883

法人税、住民税及び事業税 26 58

法人税等調整額 5 △6

法人税等合計 31 51

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △0

当期純利益又は当期純損失（△） 215 △1,935



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年11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 3,772 3,772

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,772 3,772

資本剰余金   

前期末残高 4,423 4,423

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 4,423 4,423

利益剰余金   

前期末残高 1,377 1,592

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 215 △1,935

当期変動額合計 215 △1,935

当期末残高 1,592 △342

自己株式   

前期末残高 △325 △325

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △325 △325

株主資本合計   

前期末残高 9,247 9,462

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 215 △1,935

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 215 △1,935

当期末残高 9,462 7,527



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年11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 82 △57

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 34

当期変動額合計 △140 34

当期末残高 △57 △22

評価・換算差額等合計   

前期末残高 82 △57

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 34

当期変動額合計 △140 34

当期末残高 △57 △22

少数株主持分   

前期末残高 11 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 △6

当期変動額合計 △5 △6

当期末残高 6 0

純資産合計   

前期末残高 9,342 9,411

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 215 △1,935

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △145 28

当期変動額合計 69 △1,907

当期末残高 9,411 7,504



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年11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   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

248 △1,883

減価償却費 50 121

減損損失 57 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △74 △185

受取利息及び受取配当金 △38 －

事業撤退損失 － 202

投資有価証券売却損益（△は益） △41 243

退職特別加算金 － 375

為替差損益（△は益） － 104

支払手数料 － 59

売上債権の増減額（△は増加） 145 288

たな卸資産の増減額（△は増加） △210 △103

仕入債務の増減額（△は減少） 352 △587

その他 △169 △113

小計 321 △1,478

支払手数料の支払額 － △55

法人税等の支払額 △51 △29

事業撤退に伴う支出 － △102

その他 35 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 305 △1,662

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 △387 △864

定期預金の払戻による収入 367 1,094

有形固定資産の取得による支出 △129 △203

投資有価証券の売却による収入 223 275

敷金・差入保証金の差入による支出 △28 △87

敷金・差入保証金の回収による収入 119 600

貸付けによる支出 － △1,024

貸付金の回収による収入 － 949

その他 △10 18

投資活動によるキャッシュ・フロー 154 758

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） △500 －

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △500 △0

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40 △1,000

現金及び現金同等物の期首残高 2,530 ※1  2,489

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,489 ※1  1,489



継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成19年11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） 

 当社グループは、当連結会計年度においては237百万円

の営業利益を計上したものの、前連結会計年度まで３期連

続の営業損失を計上しております。また、当連結会計年度

は決算期変更に伴い５ヵ月決算と変則的なものであり、収

益基盤が安定したと判断できる状況に至っておらず、当該

状況により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、当該事象を解消すべく、平成18年11月

に策定しました中期事業計画に基づいて前連結会計年度よ

り、仕入構造・プライシング戦略の見直しによる粗利率の

向上、不採算店舗の閉鎖及び新規出店・店舗改装による店

舗収益力の強化、店舗運営体制の効率化による販売管理費

の削減、商品戦略の強化・店舗イメージの明確化による顧

客数の拡大、新規業態の開発による顧客層の拡大、本部組

織の改編を行っております。 

 また、ディジコ・ホールディングス・リミテッドによる

当社株式の公開買付けが平成20年４月18日から平成20年５

月27日まで実施され、本公開買付けが成立したことに伴

い、同社が当社の親会社となりました。 

 当社グループは、親会社となったディジコ・ホールディ

ングス・リミテッドの有する商品供給力と世界的なブラン

ド力を活用することで、経営基盤の強化と収益基盤の安定

を図ってまいります。 

 資金面におきましては、当連結会計年度末において借入

金は全額返済しており、現金及び預金を2,480百万円有し

ております。 

 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連結財務諸表には反映し

ておりません。 

 当社グループは、前連結会計年度において営業利益を計

上したものの、前々連結会計年度まで３期連続で営業損失

を計上しており、また、当連結会計年度において548百万

円の営業損失となりました。当該状況により、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており

ます。 

 当社グループは、当該事象を解消すべく、平成20年11月

４日に公表いたしました新中期事業計画に基づいて以下の

項目を実施することにより、収益構造を再構築し収益力の

回復を図ってまいります。 

 ①「Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐｉｄ」マーケットの確立 

 当社の親会社であるディジコ・ホールディングス・リミ

テッドを含むＤＩＧＩＣＯグループは、緻密を極めたダイ

ヤモンドのカッティング技術により生み出した 高級品質

のダイヤモンドを当社グループへ供給しており、同業他社

と商品面での差別化を図ることでお客様への認知度を高め

ること及び百貨店への店舗展開を推進し、Ｈｅａｒｔ＆Ｃ

ｕｐｉｄ商品のマーケットを開拓してまいります。 

②粗利益率の向上 

 ＤＩＧＩＣＯグループは、ＤＴＣ（ダイヤモンド・トレ

ーディング・カンパニー） からダイヤモンドの原石を購

入する権利を持つ原石研磨企業（サイトホルダー）であ

り、その商品供給力と世界的なブランド力を活用すること

により、当社グループの商品調達力の多様化及び仕入構造

の見直しを行うことでマーチャンダイジング機能を強化

し、粗利益率の向上を行ってまいります。 

③経費削減 

 不採算店の整理を行い営業経費の削減を実施いたしま

す。また、人件費の効率的な配分として損益と連動した人

員配置を行うことにより店舗運営体制の効率化及び本社間

接経費の抜本的な見直しと費用対効果の測定を継続的に行

うことにより販売管理費の削減を実施いたします。 

  

 当連結会計年度におきましても、上記計画に従い不採算

店舗の撤退、人件費等の経費削減を実施してまいりました

が、金融危機の深刻化による個人消費の低迷に伴う売上高

の減少に加え、新規商品投入に伴う既存在庫の処分セール

を継続的に実施したことにより売上総利益が減少した影響

が大きく大幅な計画未達となりました。 

 当社グループといたしましては、このような状況に対応

すべく、人件費の圧縮を主とする販売管理費の削減及び仕

入構造の見直しによる原価率の低減をより一層進めること

により上記計画の実現を図ってまいります。 

 しかしながら、これらの対応策は関係者との協議を行い

ながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、上記のような継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 



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11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 当社の子会社は、株式会社サンジュエ

ル、株式会社ジュエリーシノン、株式会

社ソバックの３社であり、すべての子会

社を連結の範囲に含めております。 

 なお、前連結会計年度において連結子会

社でありました株式会社ＧＢについて

は、平成20年２月13日付で清算結了した

ため、当連結会計年度より連結の範囲か

ら除外しておりますが、清算結了までの

損益計算書を連結しております。 

当社の子会社は、株式会社サンジュエル

の１社であり、連結の範囲に含めており

ます。 

 なお、前連結会計年度において連結子会

社でありました株式会社ジュエリーシノ

ン及び株式会社ソバックは、平成20年10

月１日付で吸収合併いたしました。 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同    左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。なお、当連結会計年度

における連結決算日の変更に伴い、連結

子会社３社は決算日を１月31日から３月

31日に変更しており、移行期である当連

結会計年度の決算日は３月31日までの５

ヶ月決算としております。 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

（１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ

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

平均法により算定しておりま

す） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左  

  

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

時価のないもの 

同    左  

  ② たな卸資産 

イ．商 品 

個別法による原価法 

一部商品（部材）については総

平均法による原価法 

但し、金地金については個別法

による低価法 

② たな卸資産 

イ．商 品 

主として個別法による原価法

（収益性の低下による簿価切下

げの方法） 

  ロ．貯蔵品 

終仕入原価法 

ロ．貯蔵品 

同    左 



  
前連結会計年度

（自 平成19年11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）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 

（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物             ３年～39年 

工具器具及び備品  ３年～20年 

（追加情報） 

法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。 

① 有形固定資産 

定率法 

（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物             ３年～39年 

機械及び装置    ３年  

工具器具及び備品  ３年～20年 

  

  

  ② 無形固定資産 

定額法  

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）における定額法 

② 無形固定資産 

同    左 

  

（３）重要な引当金の計上 

基準 

① 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同    左 

  ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。 

（追加情報） 

給与規程を改定し、８月１日から

１月31日まで及び２月１日から７

月31日までの支給対象期間を、10

月１日から３月31日まで及び４月

１日から９月30日までに変更する

ことにいたしました。なお、移行

措置として、平成20年７月支給賞

与の支給対象期間を平成19年８月

１日から平成20年３月31日までと

しております。 

 この支給対象期間の変更に伴う

損益に与える影響はありません。 

② 賞与引当金 

──────────── 

  



  
前連結会計年度

（自 平成19年11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） 

  ③ 返品調整引当金 

宝飾品については、売上済商品の

期末日後の返品損失に備えるた

め、過去の経験率に基づき計上し

ております。 

③ 返品調整引当金 

同    左 

  ④ ポイント引当金 

ポイントカード制度により顧客に

付与したポイントの使用による費

用負担に備えるため、当連結会計

年度末において将来使用されると

見込まれる額を計上しておりま

す。 

④ ポイント引当金 

 同    左 

  ⑤ 退職給付引当金 

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

付債務及び年金資産の見込額に基

づき退職給付引当金または前払年

金費用を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法に

より費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとし

ております。 

⑤ 退職給付引当金 

同    左 

  

  

（４）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

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

──────────── 

  

（５）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同    左 

    

  

② リース取引会計基準の改正適用初年 

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係る方法に準じた

会計処理によっております。 

５．連結決算日の変更に関す

る事項 

平成18年11月30日開催の臨時株主総会に

おいて定款の一部変更が決議され、決算

期を１月31日から３月31日に変更いたし

ました。このため、移行期である当連結

会計年度は平成19年11月１日から平成20

年３月31日までの５ヶ月間となっており

ます。 

──────────── 

  



   

  
前連結会計年度

（自 平成19年11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） 

６．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につき

ましては、全面時価評価法を採用してお

ります。 

同    左 

７．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、随時引き出し可能な預金及び

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取

得日から３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。  

同    左 

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11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） 

──────────── 

  

 （たな卸資産に関する会計基準）  

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、評価基準については、主として個別法による

原価法から主として個別法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。この変

更に伴い、営業損失及び経常損失は10百万円減少し、税

金等調整前当期純損失は179百万円増加しております。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

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

ております。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係る方法に準じた会計

処理を適用しております。この変更に伴う損益への影響

はありません。 



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年11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） 

──────────── 

  

 （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」「貯蔵品」として区分掲記し

ております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に

含まれる「商品」「貯蔵品」はそれぞれ、4,068百万

円、33百万円であります。 

  ２．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めてい

た「未払金」は負債及び純資産の総額の100分の５を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記することといた

しました。なお、前連結会計年度の流動負債の「その

他」に含まれる「未払金」は246百万円であります。 

 （連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取利

息」（当連結会計年度３百万円）は営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より営業

外収益の「その他」に含めて表示することに変更いたし

ました。 

 （連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

いた「受取利息」は営業外収益の総額の100分の10を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記することといた

しました。なお、前連結会計年度の営業外収益の「その

他」に含まれる「受取利息」は３百万円であります。 

２．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

いた「受取配当金」は営業外収益の総額の100分の10を

超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとい

たしました。なお、前連結会計年度の営業外収益の「そ

の他」に含まれる「受取配当金」は３百万円でありま

す。 

２．前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

いた「受取賃貸料」は営業外収益の総額の100分の10を

超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとい

たしました。なお、前連結会計年度の営業外収益の「そ

の他」に含まれる「受取賃貸料」は４百万円でありま

す。 

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取賃

貸料」（当連結会計年度４百万円）は営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、当連結会計年度より営

業外収益の「その他」に含めて表示することに変更いた

しました。 

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「たな卸

資産処分損」（当連結会計年度７百万円）は営業外費用

の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度

より営業外費用の「その他」に含めて表示することに変

更いたしました。 

４．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

いた「支払手数料」は営業外費用の総額の100分の10を

超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとい

たしました。なお、前連結会計年度の営業外費用の「そ

の他」に含まれる「支払手数料」は８百万円でありま

す。 

４．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資事

業組合等投資損失」（当連結会計年度８百万円）は営業

外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会

計年度より営業外費用の「その他」に含めて表示するこ

とに変更いたしました。 

  ５．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

いた「為替差損」は営業外費用の総額の100分の10を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記することといた

しました。なお、前連結会計年度の営業外費用の「その

他」に含まれる「為替差損」は０百万円であります。 

  ６．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「店舗撤

退損」（当連結会計年度81百万円）は特別損失の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より特別

損失の「その他」に含めて表示することに変更いたしま

した。 

  ７．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「減損損

失」（当連結会計年度74百万円）は特別損失の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より特別

損失の「その他」に含めて表示することに変更いたしま

した。 



  

前連結会計年度 
（自 平成19年11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） 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「役

員退職慰労引当金の増減額」（当連結会計年度２百万

円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計

年度より、営業活動によるキャッシュ・フローの小計よ

り上の区分の「その他」に含めて表示することに変更い

たしました。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「減

損損失」（当連結会計年度74百万円）は、金額的重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業活動に

よるキャッシュ・フローの小計より上の区分の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。 

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました「ポ

イント引当金の増減額」（当連結会計年度△17百万円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度

より、営業活動によるキャッシュ・フローの小計より上

の区分の「その他」に含めて表示することに変更いたし

ました。 

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました「受

取利息及び受取配当金」（当連結会計年度△13百万円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度

より、営業活動によるキャッシュ・フローの小計より上

の区分の「その他」に含めて表示することに変更いたし

ました。 

３．前連結会計年度において区分掲記しておりました「店

舗撤退損」（当連結会計年度８百万円）は、金額的重要

性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業活動

によるキャッシュ・フローの小計より上の区分の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。 

３．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの小計より上の区分の「その他」に含めてい

た「為替差損益」は金銭的重要性が増したため、当連結

会計年度より区分掲記することといたしました。なお、

前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの

小計より上の区分の「その他」に含まれる「為替差損

益」は０百万円であります。 

４．前連結会計年度において区分掲記しておりました「投

資有価証券の取得による支出」（当連結会計年度△１百

万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会

計年度より、投資活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示することに変更いたしました。 

４．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの小計より上の区分の「その他」に含めてい

た「支払手数料」は金銭的重要性が増したため、当連結

会計年度より区分掲記することといたしました。なお、

前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの

小計より上の区分の「その他」に含まれる「支払手数

料」は13百万円であります。 

５．財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入れに

よる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、前

連結会計年度までは総額で表示しておりましたが、当連

結会計年度より純額で表示しております。なお、当連結

会計年度の「短期借入れによる収入」は500百万円、

「短期借入金の返済による支出」は△1,000百万円であ

ります。 

５．前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの小計より下の区分の「その他」に含めてい

た「支払手数料の支払額」は金銭的重要性が増したた

め、当連結会計年度より区分掲記することといたしまし

た。なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの小計より下の区分の「その他」に含まれる

「支払手数料の支払額」は△10百万円であります。 

６．前連結会計年度において区分掲記しておりました「自

己株式の取得による支出」（当連結会計年度△０百万

円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計

年度より、財務活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。  

  



注記事項

（連結貸借対照表関係）

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 有形固定資産の減価償却累計額 321百万円 ＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 342百万円

＊２ 担保資産及び担保付債務 ＊２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。  担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金 50百万円 現金及び預金 50百万円

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

銀行保証 50百万円

（前払式証票発行に対するもの）  

銀行保証 50百万円

（前払式証票発行に対するもの）  

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、平成

17年９月22日付で株式会社みずほ銀行をエージェン

トとするリボルビング・クレジット・ファシリティ

契約を締結いたしました。なお、当連結会計年度末

における借入実行残高はありません。 

 ３   ──────────── 

 ４ 受取手形の割引高は、21百万円であります。  ４ 受取手形の割引高は、535百万円であります。 



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年11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及び金額

は、次のとおりであります。 

＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

給料・手当  947百万円

賞与引当金繰入額 98百万円

地代家賃 543百万円

減価償却費 50百万円

給料・手当  2,213百万円

地代家賃 1,263百万円

減価償却費 121百万円

   

＊２ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。 

宝飾店舗 

減損損失の金額 

   当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として店舗を基本単位としてグルーピングして

おります。店舗については、営業活動から生じる損益

が継続してマイナスとなる見込みであるため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上いたしました。    

 なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により測定しておりますが、売却可能性が見込め

ないため、零としております。 

用途 種類 場所 
減損損失

（百万円）

店舗

資産 

建物附属設備

器具備品 

長期前払費用

リース資産 

関東地区  17

中部地区  9

近畿地区  17

四国地区  11

その他   2

合計  57

建物附属設備 3百万円 

器具備品 7  〃 

長期前払費用 4  〃 

リース資産 42  〃 

合計 57 〃 

＊２   ───────────────── 



前連結会計年度（自 平成19年11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１千株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。  

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  19,654  －  －  19,654

Ａ種優先株式  250  －  －  250

Ｂ種優先株式  125  －  －  125

Ｃ種優先株式  125  －  －  125

合計  20,154  －  －  20,154

自己株式         

普通株式（注）  1,586  1  －  1,588

合計  1,586  1  －  1,588

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の目的 

となる株式の種類 

新株予約権の目的と 

なる株式の数（株）  

当連結会計年度末

残高（百万円） 

提出会社 

（親会社） 

ストックオプション 

としての新株予約権 
－ －   －

        

合計 － －   －



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）１．普通株式の発行済株式の株式数の増加は、当社株式を対価とするＡ種優先株式取得請求権、Ｂ種優先株式取

得請求権及びＣ種優先株式取得請求権の行使により普通株式を発行したことによるものであります。 

    ２．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の発行済株式の減少は、自己株式の消却によるものでありま

す。 

    ３．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

    ４．普通株式の自己株式の株式数の減少は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分によるものであり

ます。  

    ５．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の自己株式の株式数の増加は、当社普通株式を対価とする取

得請求権の行使により自己株式として取得したことによるものであります。 

    ６．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却によるもので

あります。 

  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式（注）１  19,654  5,000  －  24,654

Ａ種優先株式（注）２  250  －  250  －

Ｂ種優先株式（注）２  125  －  125  －

Ｃ種優先株式（注）２  125  －  125  －

合計  20,154  5,000  500  24,654

自己株式         

普通株式（注）３，４  1,588  4  3  1,589

Ａ種優先株式（注）５，６  －  250  250  －

Ｂ種優先株式（注）５，６  －  125  125  －

Ｃ種優先株式（注）５，６  － 125  125  －

合計  1,588  504  503  1,589

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の目的 

となる株式の種類 

新株予約権の目的と 

なる株式の数（株）  

当連結会計年度末

残高（百万円） 

提出会社 

（親会社） 

ストックオプション 

としての新株予約権 
－  －  －

        

合計 －  －  －



（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11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 2,480百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金 
△ 398百万円

取得日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券） 
406百万円

現金及び現金同等物 2,489百万円

現金及び預金勘定 1,427百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金及び担保に供している定期預金 
△92百万円

取得日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券） 
153百万円

現金及び現金同等物 1,489百万円



（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年11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 

リース取引に関する会計基準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 

    

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及び期末残高相当額 

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及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 

(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 

(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 

(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

有形固定
資産「そ
の他」 

 800  417  198 184

無形固定
資産  193  133  － 59

合計  994  551  198 244

  

取得価
額相当
額 

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 

(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 

(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

有形固定
資産「そ
の他」 

530  320  120 89

無形固定
資産 180  160  － 20

合計 710  480  120 109

    

２．未経過リース料期末残高相当額等 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 187百万円

 １年超 191 〃 

合計 378 〃 

リース資産減損勘定の残高 128 〃 

未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 113百万円

 １年超  46  〃 

合計 159 〃 

リース資産減損勘定の残高 46 〃 

    

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、支払利息相当額及び減損損失 

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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 88百万円

リース資産減損勘定の取崩額 23 〃 

減価償却費相当額 84 〃 

支払利息相当額 3 〃 

減損損失 42 〃 

支払リース料 183百万円

リース資産減損勘定の取崩額 89 〃 

減価償却費相当額 175 〃 

支払利息相当額 5 〃 

減損損失 7 〃 

    

４．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

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

    

５．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との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 



Ⅰ前連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成19年11月１日 至平成20年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成20年３月31日現在） 

（１） その他有価証券 

非上場株式                         0百万円 

非上場公社債投資信託                  406百万円 

投資事業組合等への出資                  69百万円 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成20年３月31日現在） 

（有価証券関係）

  種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計
上額 

（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

（１） 株式  17  25  7

（２） その他  283  319  36

小計  301  344  43

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  91  66  △25

（２） その他  384  307  △76

小計  476  374  △101

合計  777  719  △57

  （単位：百万円）

売却額   売却益の合計額   売却損の合計額

 223    41    －

  
１年以内
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

 その他  406  －  －  －

合計  406  －  －  －



Ⅱ当連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成21年３月31日現在） 

（１） その他有価証券 

非上場株式                           百万円 

外貨建ＭＭＦ                        百万円 

投資事業組合等への出資                  百万円 

  

  種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計
上額 

（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

（１） 株式  0  0  0

小計  0  0  0

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  21  21  △0

（２） その他  221  186  △35

小計  243  207  △35

合計  243  207  △35

  （単位：百万円）

売却額   売却益の合計額   売却損の合計額

 952    －    255

0

153

53



 当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を全く利用していない

ため、該当事項はありません。 

 退職給付、ストックオプション等、税効果会計、企業結合等、関連当事者情報に関する注記事項については、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業損失及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「宝飾品関連事

業」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 連結会社が本邦以外の国又は地域に存在しないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 連結会社の本邦以外の国又は地域における売上高がないため、該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

（開示の省略）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



（注）１．前連結会計年度の１株当たり純資産額の計算においては、純資産額から優先株式の払込金額1,200百万円を控

除しております。 

   ２．１株当たり当期純損益金額及び潜在株式調整後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

あります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年11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 454円15銭

１株当たり当期純利益金額 11円92銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 9円34銭   

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。  

１株当たり純資産額 325円35銭

１株当たり当期純損失金額 84円67銭

  
前連結会計年度

(自 平成19年11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株当たり当期純損益金額            

当期純利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 215  △1,935

普通株主に帰属しない金額（百万円）  0  －

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失（△）（百万円） 
 215  △1,935

普通株式の期中平均株式数（株）  18,067,352  22,861,425

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

 当期純利益調整額（百万円）  －  －

 普通株式増加数（株）  5,000,000  －

（うち Ａ種優先株式）   2,500,000  －

（うち Ｂ種優先株式）   1,250,000  －

（うち Ｃ種優先株式）   1,250,000  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

平成15年４月24日定時株主総会決

議ストックオプション 

（新株予約権方式） 

 普通株式 159千株 

────────── 



  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年11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） 

 当社は、平成20年４月15日開催の取締役会において、デ

ィジコ・ホールディングス・リミテッドによる当社株式の

公開買付けに賛同の意を表明いたしました。本公開買付け

は平成20年４月18日から平成20年５月27日まで実施され、

本公開買付けが成立したことに伴い、ディジコ・ホールデ

ィングス・リミテッドが当社の親会社となりました。 

 ───────── 

  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 2,350 1,353

受取手形 592 299

売掛金 786 773

有価証券 406 153

商品 4,038 4,164

貯蔵品 33 40

前渡金 － 136

前払費用 37 24

未収入金 283 159

預け金 349 390

その他 5 101

貸倒引当金 △28 △26

流動資産合計 8,856 7,573

固定資産   

有形固定資産   

建物 307 285

減価償却累計額 △161 △162

建物（純額） 145 122

機械及び装置 － 0

減価償却累計額 － △0

機械及び装置（純額） － 0

工具、器具及び備品 319 321

減価償却累計額 △156 △179

工具、器具及び備品（純額） 162 141

土地 98 98

建設仮勘定 1 0

有形固定資産合計 409 364

無形固定資産   

商標権 0 1

ソフトウエア 64 50

その他 27 27

無形固定資産合計 92 79

投資その他の資産   

投資有価証券 789 261

関係会社株式 150 73

出資金 2 2

長期前払費用 39 27

敷金・差入保証金 2,588 2,004



（単位：百万円）

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) 

長期預金 241 337

その他 102 34

投資その他の資産合計 3,913 2,740

固定資産合計 4,414 3,184

資産合計 13,271 10,758

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,287 1,902

買掛金 548 346

未払金 245 590

未払費用 184 149

未払法人税等 33 64

前受金 93 －

預り金 13 －

賞与引当金 185 －

返品調整引当金 26 24

その他 11 52

流動負債合計 3,630 3,130

固定負債   

繰延税金負債 11 －

ポイント引当金 102 95

その他 151 55

固定負債合計 264 151

負債合計 3,895 3,281

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,772 3,772

資本剰余金   

資本準備金 4,421 4,421

その他資本剰余金 1 1

資本剰余金合計 4,423 4,423

利益剰余金   

利益準備金 269 269

その他利益剰余金   

別途積立金 3,800 3,800

繰越利益剰余金 △2,505 △4,440

利益剰余金合計 1,564 △370

自己株式 △325 △325

株主資本合計 9,434 7,499



（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △57 △22

評価・換算差額等合計 △57 △22

純資産合計 9,376 7,476

負債純資産合計 13,271 10,758



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年11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 5,467 11,495

売上原価   

商品期首たな卸高 3,828 4,038

当期商品仕入高 2,867 6,325

合計 6,696 10,364

他勘定振替高 8 244

商品期末たな卸高 4,038 4,164

商品売上原価 2,648 5,954

売上総利益 2,818 5,541

返品調整引当金戻入額 12 1

差引売上総利益 2,831 5,542

販売費及び一般管理費 2,602 6,089

営業利益又は営業損失（△） 229 △547

営業外収益   

受取利息 － 7

受取配当金 35 6

受取賃貸料 － 12

受取手数料 15 13

その他 15 19

営業外収益合計 66 59

営業外費用   

たな卸資産処分損 8 －

投資事業組合等投資損失 6 －

為替差損 － 104

支払手数料 13 59

その他 2 44

営業外費用合計 31 209

経常利益又は経常損失（△） 264 △697

特別利益   

投資有価証券売却益 41 －

特別利益合計 41 －

特別損失   

店舗撤退損 8 －

投資有価証券売却損 － 243

退職特別加算金 － 375

たな卸資産評価損 － 188

事業撤退損 － 202

減損損失 55 －

その他 － 178

特別損失合計 63 1,187



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年11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) 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 242 △1,884

法人税、住民税及び事業税 22 57

法人税等調整額 5 △6

法人税等合計 28 50

当期純利益又は当期純損失（△） 214 △1,935



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年11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 3,772 3,772

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,772 3,772

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,421 4,421

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,421 4,421

その他資本剰余金   

前期末残高 1 1

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 1 1

資本剰余金合計   

前期末残高 4,423 4,423

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

当期変動額合計 － △0

当期末残高 4,423 4,423

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 269 269

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 269 269

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,800 3,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,800 3,800

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,719 △2,505

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 214 △1,935



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年11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) 

当期変動額合計 214 △1,935

当期末残高 △2,505 △4,440

利益剰余金合計   

前期末残高 1,350 1,564

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 214 △1,935

当期変動額合計 214 △1,935

当期末残高 1,564 △370

自己株式   

前期末残高 △325 △325

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △325 △325

株主資本合計   

前期末残高 9,220 9,434

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 214 △1,935

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 214 △1,935

当期末残高 9,434 7,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 82 △57

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 34

当期変動額合計 △140 34

当期末残高 △57 △22

評価・換算差額等合計   

前期末残高 82 △57

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 34

当期変動額合計 △140 34

当期末残高 △57 △22



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年11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) 

純資産合計   

前期末残高 9,303 9,376

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 214 △1,935

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 34

当期変動額合計 73 △1,900

当期末残高 9,376 7,476



継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成19年11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） 

 当社は、当事業年度においては229百万円の営業利益を

計上したものの、前事業年度まで３期連続の営業損失を計

上しております。また、当事業年度は決算期変更に伴い５

ヵ月決算と変則的なものであり、収益基盤が安定したと判

断できる状況に至っておらず、当該状況により継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該事象を解消すべく、平成18年11月に策定し

ました中期事業計画に基づいて前事業年度より、仕入構

造・プライシング戦略の見直しによる粗利率の向上、不採

算店舗の閉鎖及び新規出店・店舗改装による店舗収益力の

強化、店舗運営体制の効率化による販売管理費の削減、商

品戦略の強化・店舗イメージの明確化による顧客数の拡

大、新規業態の開発による顧客層の拡大、本部組織の改編

を行っております。 

 また、ディジコ・ホールディングス・リミテッドによる

当社株式の公開買付けが平成20年４月18日から平成20年５

月27日まで実施され、本公開買付けが成立したことに伴

い、同社が当社の親会社となりました。 

 当社は、親会社となったディジコ・ホールディングス・

リミテッドの有する商品供給力と世界的なブランド力を活

用することで、経営基盤の強化と収益基盤の安定を図って

まいります。 

 資金面におきましては、当事業年度末において借入金は

全額返済しており、現金及び預金を2,350百万円有してお

ります。 

 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財務諸表には反映しておりま

せん。 

 当社は、前事業年度において営業利益を計上したもの

の、前々事業年度まで３期連続の営業損失を計上してお

り、また、当事業年度において547百万円の営業損失とな

りました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社は、当該事象を解消すべく、平成20年11月4日に公

表いたしました新中期事業計画に基づいて以下の項目を実

施することにより、収益構造を再構築し収益力の回復を図

ってまいります。 

①「Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐｉｄ」マーケットの確立 

 当社の親会社であるディジコ・ホールディングス・リミ

テッドを含むＤＩＧＩＣＯグループは、緻密を極めたダイ

ヤモンドのカッティング技術により生み出した 高級品質

のダイヤモンドを当社へ供給しており、同業他社と商品面

での差別化を図ることでお客様の認知度を高めること及び

百貨店への店舗展開を推進し、Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐｉｄ商

品のマーケットを開拓してまいります。 

②粗利益率の向上 

 ＤＩＧＩＣＯグループは、ＤＴＣ（ダイヤモンド・トレ

ーディング・カンパニー）からダイヤモンドの原石を購入

する権利を持つ原石研磨企業（サイトホルダー）であり、

その商品供給力と世界的なブランド力を活用することによ

り、当社の商品調達力の多様化及び仕入構造の見直しを行

なうことでマーチャンダイジング機能を強化し、粗利益率

の向上を行なってまいります。 

③経費削減 

 不採算店の整理を行い営業経費の削減を実施いたしま

す。また、人件費の効率的な配分として損益と連動した人

員配置を行なうことにより店舗運営体制の効率化及び本社

間接経費の抜本的な見直しと費用対効果の測定を継続的に

行なうことにより販売管理費の削減を実施いたします。 

  

 当事業年度におきましても、上記計画に従い不採算店舗

の撤退、人件費等の経費削減等を実施してまいりました

が、金融危機の深刻化による個人消費の低迷に伴う売上高

の減少に加え、新規商品投入に伴う既存在庫の処分セール

を継続的に実施したことにより売上総利益が減少した影響

が大きく大幅な計画未達となりました。 

 当社といたしましては、このような状況に対応すべく、

人件費の圧縮を主とする販売管理費の削減及び仕入構造の

見直しによる原価率の低減をより一層進めることにより上

記計画の実現を図ってまいります。 

 しかしながら、これらの対応策は関係者との協議を行い

ながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  なお、個別財務諸表は継続企業を前提として作成して

おり、上記のような継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を個別財務諸表には反映しておりません。 



該当事項はありません。 

  

６．その他
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