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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 6,123 △11.6 △137 ― △145 ― △204 ―

21年3月期第1四半期 6,930 ― △149 ― △367 ― △377 ―

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 △37.30 ―

21年3月期第1四半期 △68.69 ―

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 34,126 10,196 18.6 1,153.89
21年3月期 34,116 10,430 19.0 1,181.41

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,333百万円 21年3月期  6,485百万円

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  

（注）当社は、平成21年10月１日を以ってあずみ株式会社と合併する予定としておりますが、合併後の期末基準日における配当予想については、不確定要
素の影響が大きいため、未定としております。なお、第２四半期決算短信において、期末配当予想を公表する予定としております。 

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 ― 8.00 8.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

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  
（注）当社は、平成21年10月１日を以ってあずみ株式会社と合併する予定としておりますが、合併後の業績につきましては、現段階では、本合併の会計処
理による影響に不確定な要素が多いことからこの影響を含めず、また、現在、合併後の事業計画を策定中であることから本合併により得られる効果等を含
めずに、両社が引き続き連結会社として存続することを前提としております。なお、これらの影響等を含めた通期予想は、第２四半期決算短信において公
表する予定としております。 
 なお、通期の「１株当たり当期純利益」については、合併により発行が想定される新株式を含めずに計算しております。 

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

第2四半期 
連結累計期間

13,600 △6.1 260 858.7 120 ― △130 ― △23.68

通期 28,400 △4.5 1,270 209.7 940 ― 320 ― 58.30
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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  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」「４．その他」をご覧ください。 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料における予想数値及び将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実
際の業績等は、経営環境の変化等により、本資料の予想数値または将来に関する記述と異なる場合があります。 

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 5,600,000株 21年3月期  5,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  110,754株 21年3月期  110,753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 5,489,246株 21年3月期第1四半期 5,489,250株
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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 

 当第１四半期におけるわが国経済は、企業部門では、一部では在庫調整が一巡し、生産に持ち直しが見られるなど

底を探る動きが出ていますが、一方で、個人消費は、製造業を中心とした雇用調整が止まらず、雇用環境の悪化が進

んだことなどから低迷いたしました。 

 当宝飾品業界においては、殊に、百貨店売上の大幅な前年割れに見られるように、高額衣料品や身の回り品などで

買い控えが進む中、引き続き厳しい経営環境にありました。当社グループは、ショッピングセンターを主な出店先と

しておりますが、これら商業施設においても売上が減少する中、施設の中でも高額品である宝飾品の販売は低調に推

移しました。また、前年同期比では、金・プラチナなどの地金価格の下落と円高が原価低減に寄与しました。 

 以上の状況の下、店舗展開としては、当社では不採算店舗の圧縮を進めており、当四半期で２店舗閉鎖し、当四半

期末店舗数は212店舗（前年同期末227店舗）となりました。連結子会社では、当四半期中にあずみ㈱が１店舗出店

し、195店舗（前年同期末196店舗）となり、メガネ小売のキンバレー㈱が２店舗出店、２店舗閉鎖し、38店舗（前年

同期末32店舗）となりました。 

 以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高は、客単価の低下や店舗の減少などにより61億23百万円（前年同期比

11.6％減）となりました。営業利益は、粗利益率の改善と不採算店舗の閉鎖による固定費の削減や本部管理費の削減

などにより、前年同期から11百万円改善し、１億37百万円の損失となりました。経常利益は、前年同期の海外子会社

における為替差損が今期に為替差益に転じたことなどにより前年同期から２億22百万円改善し、１億45百万円の損失

となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損54百万円を計上したことなどにより前年同期から１億72百万円

の改善に止まり、２億４百万円の損失となりました。 

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。  

＜宝飾品小売事業＞ 

当第１四半期の宝飾品小売事業の売上高は、客単価の低下や店舗の減少などにより59億円７百万円（前年同期比

6.2％減）となりましたが、営業利益は、粗利益率の改善や経費削減などにより前年同期から42百万円改善し１億

58百万円の損失となりました。  

＜宝飾品卸売事業＞  

当第１四半期の宝飾品卸売事業の売上高は、主に材料販売の減少により２億15百万円（前年同期比65.8％減）と

なり、営業利益は16百万円（同61.8％減）となりました。 

  上記セグメントの業績の営業利益については、セグメント間取引消去前の金額を記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の37億88百万円より３億75百万円増

加し、41億63百万円となりました。 

（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４億31百万円のプラスとなりました。これは主に売上債権の減少５億36百万

円、仕入債務の増加１億51百万円、減価償却費１億６百万円、減損損失57百万円、投資有価証券評価損54百万円およ

び流動資産負債の増減等その他２億91百万円の資金増加と、税金等調整前四半期純損失２億92百万円、法人税等の支

払１億61百万円、たな卸資産の増加１億57百万円及び賞与引当金の減少１億56百万円等の資金減少によるものであり

ます。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは44百万円のマイナスとなりました。これは主に敷金保証金の回収１億８百万

円等の収入と、固定資産の取得１億34百万円及び敷金保証金の差入れ21百万円の支出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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは10百万円のマイナスとなりました。これは主に短期借入金の増加17億38百万

円の収入と、長期借入金の返済12億94百万円、社債の償還３億40百万円、少数株主への配当金の支払44百万円、配当

金の支払43百万円及び割賦債務の支払21百万円等の支出によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

現時点において、平成21年５月18日付「平成21年３月期決算短信」で公表した業績予想に変更はありません。  

なお、当社は、平成21年10月１日を以ってあずみ㈱と合併する予定としておりますが、合併後の業績につきまして

は、現段階では、本合併の会計処理による影響に不確定な要素が多いことからこの影響を含めず、また、現在、合併

後の事業計画を策定中であることから本合併により得られる効果等を含めずに、両社が引き続き連結会社として存続

することを前提としております。なお、これらの影響等を含めた通期予想は、第２四半期決算短信において公表する

3

エステール㈱ (7872)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



予定としております。 

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） 

該当事項はありません。   

（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 

（簡便な会計処理）  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決

算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係

る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している減価償却資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

しております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測及びタック

ス・プランニングを利用し、算定しております。  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

税金費用の計算 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税引前四半期純利益又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

（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 

該当事項はありません。   

4

エステール㈱ (7872)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年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 4,463,804 4,088,764

受取手形及び売掛金 1,867,851 2,404,311

商品及び製品 11,176,126 10,994,754

仕掛品 1,344,050 1,249,244

原材料及び貯蔵品 1,767,576 1,885,874

その他 1,039,615 881,229

貸倒引当金 △4,494 △5,927

流動資産合計 21,654,530 21,498,252

固定資産   

有形固定資産 2,884,909 2,983,154

無形固定資産 253,921 239,228

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,116,749 6,202,881

その他 3,225,677 3,203,109

貸倒引当金 △9,510 △10,164

投資その他の資産合計 9,332,916 9,395,827

固定資産合計 12,471,746 12,618,210

資産合計 34,126,277 34,116,462

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,215,471 1,101,771

短期借入金 2,448,998 710,000

1年内返済予定の長期借入金 4,664,050 4,990,700

1年内償還予定の社債 1,166,000 1,266,000

未払法人税等 73,106 190,826

引当金 163,121 318,370

その他 3,535,816 3,239,029

流動負債合計 13,266,564 11,816,698

固定負債   

社債 2,274,000 2,514,000

長期借入金 6,375,000 7,343,200

退職給付引当金 1,147,452 1,143,131

役員退職慰労引当金 372,305 377,897

負ののれん 92,534 100,935

その他 401,665 390,512

固定負債合計 10,662,958 11,869,676

負債合計 23,929,522 23,686,375
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年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 1,571,841 1,571,841

資本剰余金 1,493,512 1,493,512

利益剰余金 3,184,926 3,433,123

自己株式 △70,735 △70,735

株主資本合計 6,179,544 6,427,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 198,284 109,966

為替換算調整勘定 △43,842 △52,679

評価・換算差額等合計 154,441 57,286

少数株主持分 3,862,769 3,945,059

純資産合計 10,196,755 10,430,087

負債純資産合計 34,126,277 34,116,462
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 6,930,755 6,123,331

売上原価 2,795,118 2,277,864

売上総利益 4,135,636 3,845,466

販売費及び一般管理費 4,284,932 3,982,839

営業損失（△） △149,295 △137,373

営業外収益   

受取利息 5,040 1,848

受取配当金 34,619 38,568

負ののれん償却額 8,434 8,439

持分法による投資利益 276 －

為替差益 － 29,860

その他 54,988 39,600

営業外収益合計 103,359 118,317

営業外費用   

支払利息 117,593 109,344

為替差損 173,951 －

その他 30,070 16,950

営業外費用合計 321,615 126,295

経常損失（△） △367,551 △145,350

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,594 1,786

投資有価証券売却益 639 －

保険解約返戻金 － 15,229

特別利益合計 4,234 17,016

特別損失   

固定資産除売却損 7,615 37,055

店舗閉鎖損失 8,488 12,195

事務所移転費用 － 2,544

減損損失 42,078 57,948

投資有価証券評価損 － 54,706

役員退職慰労金 12,737 －

特別損失合計 70,919 164,450

税金等調整前四半期純損失（△） △434,236 △292,784

法人税等 △39,864 △52,467

少数株主損失（△） △17,335 △35,548

四半期純損失（△） △377,037 △204,768
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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）

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（△） △434,236 △292,784

減価償却費 110,952 106,898

減損損失 42,078 57,948

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,594 △2,086

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,957 4,057

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63,026 △5,591

賞与引当金の増減額（△は減少） △186,145 △156,967

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,250 －

受取利息及び受取配当金 △39,660 △40,416

支払利息 117,593 109,344

投資有価証券評価損益（△は益） － 54,706

売上債権の増減額（△は増加） 635,663 536,536

たな卸資産の増減額（△は増加） △527,375 △157,880

仕入債務の増減額（△は減少） △169,344 151,125

未払金の増減額（△は減少） △364,524 6,090

その他 357,935 291,643

小計 △497,974 662,624

利息及び配当金の受取額 39,495 39,373

利息の支払額 △116,824 △109,310

法人税等の支払額 △424,462 △161,319

営業活動によるキャッシュ・フロー △999,766 431,367

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 △209,000 －

固定資産の取得による支出 △111,051 △134,307

敷金及び保証金の差入による支出 △63,057 △21,855

敷金及び保証金の回収による収入 105,169 108,155

その他 △10,700 3,730

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,639 △44,276

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） 340,000 1,738,998

長期借入れによる収入 950,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,214,100 △1,294,850

社債の発行による収入 481,410 －

社債の償還による支出 △290,000 △340,000

割賦債務の返済による支出 △21,136 △21,335

リース債務の返済による支出 － △5,263

配当金の支払額 △94,999 △43,428

少数株主への配当金の支払額 △44,988 △44,985

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,184 △10,864

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,096 △1,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,186,317 375,039

現金及び現金同等物の期首残高 4,235,804 3,788,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,049,487 4,163,804
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前当第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） 

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分の主な内容 

（１）宝飾品小売事業  店舗販売・展示会販売等 

（２）宝飾品卸売事業  国内販売・ルート販売等 

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） 

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分の主な内容 

（１）宝飾品小売事業  店舗販売・展示会販売等 

（２）宝飾品卸売事業  国内販売・ルート販売等 

〔所在地別セグメント情報〕 

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）  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、記載を省略しております。  

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）  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、記載を省略しております。  

〔海外売上高〕 

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）  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

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）  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
宝飾品小売事業

（千円） 
宝飾品卸売事業

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 6,300,009 630,745 6,930,755 － 6,930,755 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
3,485 31,757 35,243 △35,243 － 

計 6,303,495 662,503 6,965,999 △35,243 6,930,755 

営業利益又は損失（△） △201,192 44,254 △156,938 7,642 △149,295 

 
宝飾品小売事業

（千円） 
宝飾品卸売事業

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 5,907,765 215,565 6,123,331 － 6,123,331 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 48,784 48,784 △48,784 － 

計 5,907,765 264,350 6,172,116 △48,784 6,123,331 

営業利益又は損失（△） △158,812 16,900 △141,911 4,538 △137,373 
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