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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10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 ％

21年9月期第3四半期 2,701 △12.0 △315 ― △460 ― △2,122 ―
20年9月期第3四半期 3,071 73.7 73 ― △124 ― △66 ―

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3四半期 △4.74 ―
20年9月期第3四半期 △0.15 ―

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3四半期 6,653 6,251 94.0 13.96
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3四半期  6,251百万円 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 △11.5 △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 0社 （社名 ） 除外 0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3四半期 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3四半期  16,051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3四半期 447,676,897株 20年9月期第3四半期 447,678,443株
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 当第３四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

危機により低迷した経済は、多少回復を見せ始めたものの依然として続く購買意欲の低下、株式市場も完全回復ま

ではいかず、企業をとりまく業況は依然として低迷しており、更に雇用情勢の悪化は依然として続いており景気の

回復感を強く感じる状況とはならないまま推移いたしました。 

 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投資事業

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３四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ついては、第２四半期における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たものの当第３四半期におきまし

ても大きな変動は無く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加した結果、当初の予定より大幅に売上

高が増加いたしました。 

 その他、第３四半期末時点において、営業出資金の一部について減損処理を適用し、新たに営業出資金評価損

百万円を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損 百万円や貸倒引当金繰入額

百万円等の営業外費用 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、前述の営業出資金評価損 百万円の他、固定資産に係る減損損失 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３四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３四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３四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。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 資産につきましては、第２四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、のれん償却 百万円及び減損処理に基づく営業出資金評価損 百万円並びに固定資産に

係る減損損失 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２四半期会計期間末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。 

 負債増加の主な原因は、買掛金の増加額百万円及び未払金の増加額百万円等によるものであります。 

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

143

410

929 △126

19 25

67 △177

410 49

△682

143

97

688

２．連結財政状態に関する定性的情報

476 6,653

51 410

49

74 402
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 負債増加の主な原因は、買掛金の増加額 百万円及び未払金の増加額 百万円等によるものであります。 

 純資産につきましては、第２四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 百万円の計上によるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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２四半期会計期間末に

比べ 百万円（ ％）減少し、 百万円となりました。 

 当第３四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、減少した資金は 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、営業投資有価証券の増加額 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、その他の投資支出 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３四半期の連結売上高は当初計画を対し堅調に推移しており、第４四半期においても同様と予想されます。 

 第３四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、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事業別には、次のとおりであります。 

「宝飾品事業」 

 まず、宝飾品事業におきましては、第３四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

おりますが、第２四半期時点での予想と大きな変動は見込めない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多少ながらも販売しやすい環境が

整いつつあります。 

  

「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第４四半期以降

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、第４四半期に起きましても第３四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ませんが、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押さえることが可能であると予測いたしております。 

  

「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。 

34 50

550 6,251

682

52 7.7 628

△8

△636 △32

△47

△43

△26 55

0

△0

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

   

  
１．簡便な会計処理  

  

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３四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。 

   

 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1,334百万

円と大幅な当期純損失を計上しております。 

 また、当第３四半期連結会計期間においても営業損失 百万円の計上、また、営業出資金の減損処理に

よる営業出資金評価損の計上及び固定資産に係る減損損失の計上等により第３四半期会計期間純損失 百

万円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。 

 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。  

 以上のような状況から、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。 

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

 当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年10月1日  

  至 平成21年6月30日） 

固定資産の減価償却費 

の算定方法 

 固定資産に係る減価償却費のうち定率

法により算定するものについては、事業

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。  

（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

21,324

147,154

（４）継続企業の前提に関する重要な事象

△126

△682
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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３四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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 638,454 749,413

売掛金 410,652 1,402,455

営業投資有価証券 ※1  289,371 ※1  227,212

営業出資金 591,068 1,093,760

営業貸付金 308,000 246,447

商品 1,273,773 1,302,378

繰延税金資産 16,513 24,924

その他 161,469 650,489

貸倒引当金 △7,351 △399,535

流動資産合計 3,681,950 5,297,546

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 53,115 51,615

減価償却累計額 △9,148 △6,605

減損損失累計額 △250 －

建物及び構築物（純額） 43,715 45,009

工具、器具及び備品 92,935 92,544

減価償却累計額 △70,411 △63,471

減損損失累計額 △9,384 －

工具、器具及び備品（純額） 13,139 29,073

車両運搬具 4,830 4,830

減価償却累計額 △1,856 △503

車両運搬具（純額） 2,973 4,327

土地 75,445 75,445

有形固定資産合計 135,274 153,855

無形固定資産   

のれん 2,048,371 2,146,700

その他 190,563 199,657

無形固定資産合計 2,238,934 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 930,773 －

破産更生債権等 317,459 317,459

その他 116,627 166,188

貸倒引当金 △793,960 △318,459

投資その他の資産合計 597,304 390,188

固定資産合計 2,971,512 2,890,402

資産合計 6,653,463 8,187,949
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（単位：千円）

当第３四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20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 99,179 42,796

未払金 ※1  144,230 ※1  171,139

未払法人税等 24,823 96,931

未払消費税等 － 4,325

賞与引当金 23,464 18,274

その他 96,897 125,689

流動負債合計 388,594 459,157

固定負債   

退職給付引当金 11,073 10,764

その他 2,434 －

固定負債合計 13,508 10,764

負債合計 402,103 469,921

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 △4,548,996 △2,426,043

自己株式 △523 △516

株主資本合計 6,130,200 8,253,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121,159 △535,132

評価・換算差額等合計 121,159 △535,132

純資産合計 6,251,360 7,718,027

負債純資産合計 6,653,463 8,187,949

7



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,701,557

売上原価 1,052,918

売上総利益 1,648,639

販売費及び一般管理費 ※1  1,963,995

営業損失（△） △315,356

営業外収益  

受取利息 3,332

受取配当金 604

受取家賃 6,364

債務戻入益 15,132

還付加算金 4,424

違約金収入 1,000

雑収入 162

営業外収益合計 31,019

営業外費用  

支払利息 268

有価証券売却損 2,937

有価証券評価損 665

為替差損 77,129

貸倒引当金繰入額 25,446

貸倒損失 68,907

雑損失 329

営業外費用合計 175,683

経常損失（△） △460,020

特別利益  

賞与引当金戻入額 265

特別利益合計 265

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 632,419

投資有価証券評価損 190,125

減損損失 63,087

その他 600

特別損失合計 1,593,011

税金等調整前四半期純損失（△） △2,052,766

法人税、住民税及び事業税 61,774

法人税等調整額 8,411

法人税等合計 70,186

四半期純損失（△） △2,122,952
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 929,612

売上原価 384,790

売上総利益 544,821

販売費及び一般管理費 ※1  670,984

営業損失（△） △126,162

営業外収益  

受取利息 968

受取配当金 141

受取家賃 2,110

有価証券評価益 79

債務戻入益 11,508

違約金収入 1,000

雑収入 36

営業外収益合計 15,843

営業外費用  

支払利息 47

為替差損 19,461

貸倒引当金繰入額 25,446

貸倒損失 22,441

営業外費用合計 67,397

経常損失（△） △177,715

特別利益  

賞与引当金戻入額 265

特別利益合計 265

特別損失  

出資金評価損 410,000

減損損失 49,309

特別損失合計 459,309

税金等調整前四半期純損失（△） △636,760

法人税、住民税及び事業税 43,383

法人税等調整額 2,567

法人税等合計 45,950

四半期純損失（△） △682,711

9



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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（△） △2,052,766

減価償却費 51,937

減損損失 63,087

のれん償却額 155,079

貸倒引当金の増減額（△は減少） 83,317

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,190

退職給付引当金の増減額（△は減少） 309

投資有価証券評価損益（△は益） 190,125

受取利息及び受取配当金 △3,936

支払利息 268

為替差損益（△は益） 5,514

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 602,327

営業出資金の増減額（△は増加） 502,969

営業貸付金の増減額（△は増加） △61,552

売上債権の増減額（△は増加） 991,802

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,605

仕入債務の増減額（△は減少） 56,383

未収入金の増減額（△は増加） △565,909

その他の資産の増減額（△は増加） 35,015

未払金の増減額（△は減少） △24,475

その他の負債の増減額（△は減少） △33,117

小計 30,174

利息及び配当金の受取額 2,524

利息の支払額 △268

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △14,983

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,447

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 △3,108

貸付けによる支出 △127,300

貸付金の回収による収入 95,884

定期預金の預入による支出 △32

その他の支出 △88,360

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,916

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 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △7

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,991

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 ※1  628,383
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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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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。 

（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〕

  
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 
 143,629  97,606  688,376  －  929,612  －    929,612

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 6,290  4,040  22,868  2,480  35,678  △35,678  －

計  149,919  101,646  711,244  2,480  965,290  △35,678    929,612

営業利益又は営業

損失(△) 
 △84,700  △26,302  24,020  1,815  △85,167  △40,994  △126,162

  
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 
 467,521  164,883  2,069,153  －  2,701,557  －  2,701,557

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 40,584  11,120  85,306  9,740  146,750  △146,750  －

計  508,105  176,003  2,154,459  9,740  2,848,308  △146,750  2,701,557

営業利益又は営業

損失(△) 
 △303,024  △86,701  193,266  5,487  △190,972  △124,383  △315,356
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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３四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。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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。 

  

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 

21,324

〔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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成20年6月30日） 

  

 科 目 

前年同四半期 

（平成20年9月期 第３四半期） 

金 額（千円） 

Ⅰ 売上高  3,071,538

Ⅱ 売上原価  1,112,068

売上総利益  1,959,470

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,885,594

営業利益  73,875

Ⅳ 営業外収益  42,282

Ⅴ 営業外費用  240,286

経常損失 △124,127

Ⅵ 特別利益  58,286

 税金等調整前四半期純損失 △65,841

 法人税・住民税及び事業税  505

 四半期純損失 △66,346
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前第３四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成20年6月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 区 分 

前年同四半期 

(平成20年9月期 第３四半期)

金 額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失 △65,841

減価償却費  66,344

のれん償却額  115,110

貸倒引当金の増加額  29,989

賞与引当金の減少額 △4,456

退職給付引当金の減少額 △783

受取利息及び受取配当金 △15,771

支払利息  556

営業出資金の増加額 △177,000

営業投資有価証券の減少額  56,325

営業貸付金の増加額 △31,083

未収入金の減少額  29,828

その他流動資産の増加額 △255,818

売上債権の減少額  83,028

たな卸資産の増加額 △3,750

仕入債務の増加額  24,992

未払金の減少額 △48,479

その他流動負債の増加額  18,736

小 計 △178,072

利息及び配当金の受取額  15,771

利息の支払額  △556

法人税等の支払額 △155,330

営業活動によるキャッシュ・フロー △318,187

Ⅱ 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 △32

有形固定資産の取得による支出 △7,112

投資有価証券の取得による支出 △360,000

投資有価証券の売却による収入   160,000

貸付の回収による収入  78,590

貸付けによる支出 △60,000

その他の投資支出 △162,249

投資活動によるキャッシュ・フロー △350,803

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れの返済による支出 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △5

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △668,996

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,469,984

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  800,987
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前第３四半期連結累計期間（平成年19月10日～平成20年6月30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）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 
 992,687  22,332  2,056,518  －  3,071,538  －  3,071,538

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 49,159  7,080  －  60,391  116,630  △116,630  －

計  1,041,846  29,412  2,056,518  60,391  3,188,168  △116,630  3,071,538

営業費用  1,277,294  40,649  1,624,809  49,349  2,992,102  5,560  2,997,662

営業利益（又は営

業損失） 
 △235,447  △11,236  431,708  11,041  196,066  △122,190  73,875

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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