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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 2,002 △21.7 △376 ― △327 ― △337 ―

21年3月期第1四半期 2,556 ― △151 ― △185 ― △388 ―

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

22年3月期第1四半期 △14.63 ―

21年3月期第1四半期 △17.48 ―

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

22年3月期第1四半期 9,682 7,168 74.0 310.81
21年3月期 10,786 7,504 69.6 325.35

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,168百万円 21年3月期  7,504百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

4,650 △14.1 △170 ― △160 ― △185 ― △8.02

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 24,654,825株 21年3月期  24,654,825株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,591,833株 21年3月期  1,589,993株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 23,063,581株 21年3月期第1四半期 22,239,309株



 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の金融危機の影響による世界経済の急速な悪化や円

高等により企業業績が悪化し、設備投資の抑制が続いております。また、雇用情勢の悪化から個人消費も低迷してお

り、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは店頭活性化対策として低価格商品の充実を図り、新規顧客の獲得による客

数の確保（買上客数前年比51.0％増）に注力いたしました。また、ＥＣサイト（「ベリテジュエリーオンライン」

http://verite-online.jp/)の開設や百貨店での催事販売など販売チャネルの拡充を図ってまいりました。  

  以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,002百万円（前年同期比21.7％減）、営業損失376百万円

（前年同期は151百万円の損失）、経常損失327百万円（前年同期は185百万円の損失）、四半期純損失は337百万円

（前年同期は388百万円の損失）となりました。 

  

（１）資産・負債及び純資産の状況 

 （資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は9,682百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1,103百万円の減

少となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものであります。 

 （負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は2,514百万円となり、前連結会計年度末に比べ、767百万円の減少

となりました。これは主に、短期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金が減少したこと等によるものであり

ます。 

 （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は7,168百万円となり、前連結会計年度末に比べ、335百万円の減

少となりました。これは主に、四半期純損失337百万円の計上による利益剰余金の減少によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間末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

結会計年度末と比べ994百万円減少し、494百万円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と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） 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は1,063百万円となりました。これは主に、仕入債

務の減少993百万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） 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は412百万円となりました。これは主に、敷金及び

保証金の回収による収入121百万円があったものの、定期預金の預入による支出598百万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） 

 当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は449百万円となりました。これは主に、短期借入

金の増加450百万円によるものであります。 

  

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想を修

正しておりません。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



   

該当事項はありません。   

  

（簡便な会計処理）  

 法人税等の計上基準 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

 よっております。  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

  該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,107 1,427

受取手形及び売掛金 762 1,073

商品 4,139 4,164

その他 643 1,007

貸倒引当金 △25 △26

流動資産合計 6,627 7,646

固定資産   

有形固定資産 357 364

無形固定資産 87 79

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,911 2,004

その他 698 691

投資その他の資産合計 2,609 2,695

固定資産合計 3,055 3,139

資産合計 9,682 10,786

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,255 2,248

短期借入金 450 －

返品調整引当金 18 24

その他 646 857

流動負債合計 2,371 3,130

固定負債   

退職給付引当金 13 －

ポイント引当金 89 95

その他 39 55

固定負債合計 142 151

負債合計 2,514 3,282



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成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 4,052 4,423

利益剰余金 △309 △342

自己株式 △325 △325

株主資本合計 7,189 7,527

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △22

評価・換算差額等合計 △21 △22

純資産合計 7,168 7,504

負債純資産合計 9,682 10,786



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,556 2,002

売上原価 1,178 1,004

売上総利益 1,378 997

販売費及び一般管理費 1,530 1,374

営業損失（△） △151 △376

営業外収益   

有価証券売却益 － 15

為替差益 4 20

その他 16 21

営業外収益合計 20 57

営業外費用   

手形売却損 － 2

支払手数料 47 －

その他 6 5

営業外費用合計 54 8

経常損失（△） △185 △327

特別損失   

たな卸資産評価損 190 －

特別損失合計 190 －

税金等調整前四半期純損失（△） △375 △327

法人税、住民税及び事業税 13 14

法人税等調整額 0 △4

法人税等合計 13 10

少数株主損失（△） △0 －

四半期純損失（△） △388 △337



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △375 △327

減価償却費 27 24

賞与引当金の増減額（△は減少） 84 －

支払手数料 47 －

有価証券売却損益（△は益） － △15

為替差損益（△は益） － △20

売上債権の増減額（△は増加） 130 311

たな卸資産の増減額（△は増加） △228 27

仕入債務の増減額（△は減少） △275 △993

その他 △142 63

小計 △731 △928

支払手数料の支払額 △45 －

法人税等の支払額 △27 △57

特別退職金の支払額 － △92

その他 5 15

営業活動によるキャッシュ・フロー △797 △1,063

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 △44 △598

定期預金の払戻による収入 20 40

有形固定資産の取得による支出 △56 △19

保険積立金の解約による収入 － 18

貸付金の回収による収入 － 65

敷金及び保証金の差入による支出 △22 △29

敷金及び保証金の回収による収入 124 121

その他 1 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー 22 △412

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） － 450

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 0 449

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △770 △994

現金及び現金同等物の期首残高 2,489 1,489

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,719 494



当社グループは、前連結会計年度において548百万円の営業損失を計上し、また、当第１四半期連結会計期間に

おいて376百万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最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、Ｈｅａｒ

ｔ＆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。 

  

当第１四半期連結会計期間におきましても、上記計画に従い早期退職制度の実施による人件費の圧縮や広告宣伝

費の抑制による経費削減を実施いたしましたが、個人消費の低迷に伴う売上高の減少等により計画未達となってお

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、販売チャネルの拡充による売上高の向上

及び仕入構造の見直しによる仕入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、四半期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

不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

 第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。  

  

 第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

 第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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

６．その他の情報
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