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平成 21 年 10 月 30 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社  シ ー マ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白石 幸栄 

（ ＪＡＳＤＡＱ ・ コード ７６３８ ） 

問 合 せ 先 執行役員 総務部長 松橋 英一 

電 話 ０ ３ － ３ ５ ６ ７ － ８ ０ ９ ８ 

平成 22 年３月期 業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ 

平成 21 年５月 11 日付当社「平成 21 年３月期 決算短信」にて公表しました平成 22 年３月期（平

成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）の業績予想（連結・個別）および、期末配当予想を下記の

とおり修正しましたので、お知らせします。 

記 

Ⅰ．業績予想の修正 

１．平成 22 年３月期 連結業績予想の修正等 

（１）第２四半期連結累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

（単位：百万円、円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株当たり 

四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 6,376 183 164 85 0.46

今回修正予想（Ｂ） 5,660 △22 △33 △90 △0.49

増減額（Ｂ－Ａ） △715 △205 △197 △175 －

増減率（％） △11.2 － － － －

(ご参考)前期第２四半期実績 

(平成21年３月期第２四半期) 
5,840 278 261 117 0.64

（２）通期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

（単位：百万円、円） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 12,938 506 469 254 1.38

今回修正予想（Ｂ） 11,754 52 23 △94 △0.51

増減額（Ｂ－Ａ） △1,184 △454 △446 △348 －

増減率（％） △9.2 △89.7 △95.0 － －

(ご参考) 

前期(平成 21 年３月期)実績 
12,045 730 700 377 2.05

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 



 2

２．平成 22 年３月期 個別業績予想の修正等 

（１）第２四半期累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

（単位：百万円、円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
1 株当たり 

四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 6,204 182 163 84 0.46

今回修正予想（Ｂ） 5,519 △14 △25 △80 △0.44

増減額（Ｂ－Ａ） △685 △196 △188 △165 －

増減率（％） △11.0 － － － －

(ご参考) 

前第２四半期累計実績 

(平成21年３月期第２四半期) 

5,684 293 276 113 0.62

（２）通期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

（単位：百万円、円） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 12,558 483 446 232 1.26

今回修正予想（Ｂ） 11,450 59 30 △85 △0.47

増減額（Ｂ－Ａ） △1,108 △423 △415 △317 －

増減率（％） △8.8 △87.6 △93.1 － －

(ご参考) 

前期(平成 21 年３月期)実績 
11,710 742 712 370 2.01

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 

３．業績予想修正の理由 

当第２四半期連結累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日）におけるわが国経済

は、世界的な金融危機の影響による景気低迷が続いており、輸出、生産などの一部に景気の持ち

直しの兆しが見られたものの、企業収益の低下や雇用情勢の悪化による一層の景気後退への懸念

など、先行きに不安を抱えた状況で推移しました。 

このような経済状況のもと、当社グループ（当社および連結子会社）の主力事業であるブライ

ダルジュエリー事業（銀座ダイヤモンドシライシ、エクセルコダイヤモンド、ホワイトベルの３

ブランド等）は、他業種に比べ景気の影響を受けづらい業界ではあるものの、平成 21 年３月期

より景気悪化による個人消費の低迷などが影響し、連結売上高は期初予想に対し、第１四半期連

結会計期間は４億 26 百万円減、第２四半期連結会計期間は２億 89 百万円減と、売上の減少が顕

著に現れる結果となる見込みです。 

当社は、この状況に対応すべく、９月には、当社の営業力を強化するための組織改革を実施（「組

織の一部改編および人事異動に関するお知らせ」（平成 21 年９月 15 日開示））し、収益基盤の強

化および、経費削減の徹底に取り組んでいますが、当第２四半期連結累計期間および、通期にお

いて、売上・利益ともに期初に公表した予想値を下回る見通しとなったため、景気後退への懸念
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などによる個人消費の低迷も考慮した上で、上記のとおり修正するものです。 

 

業績予想の修正に至る＜売上高＞と＜営業利益、経常利益および四半期純利益＞での主な要因

は、以下のとおりです。 

 

＜売上高＞ 

当社は、少子化・晩婚化などにより縮小傾向にあるブライダルジュエリー市場での市場シェア

をさらに拡大すべく、全国ホテル・式場との提携による独自の集客活動を当連結会計年度より本

格的に実施しています。また、前第４四半期連結会計期間より全社で推進している集客増への取

組みや、積極的な販売促進活動を継続的に展開したことなどにより、集客増の効果は現れました。 

しかし、当第２四半期連結累計期間におけるブライダルジュエリー事業は、景気悪化による個

人消費の低迷などにより、お客様の商品購入単価が低下したため、売上高は期初予想を下回る見

通しとなりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は、期初予想に対し、11.2％減（前

年同四半期比 3.1％減）、個別売上高は 11.0％減（前年同四半期比 2.9％減）となる見込みです。 

 

＜営業利益、経常利益および四半期純利益＞ 

（１）当第２四半期連結累計期間において、売上原価、販売費及び一般管理費は、期初の予想どお

りに推移しました。利益面においては、売上の減少により、期初予想に対し、連結営業利益は

112.3％減（前年同四半期比108.1％減）、個別営業利益は107.9％減（前年同四半期比104.9％減）、

連結経常利益は 120.4％減（前年同四半期比 112.8％減）個別経常利益は 115.4％減（前年同四半

期比 109.1％減）となり、また、当第１四半期連結会計期間より退職給付債務の算定方法を簡便

法から原則法に変更したことに伴い、67 百万円の特別損失を計上したことなどから、連結四半期

純利益は 206.0％減（前年同四半期比 177.0％減）、個別四半期純利益 195.0％減（前年同四半期

比 171.3％減）となり、予想に対して大幅な減少となりました。 

（２）ウエディングプロデュース事業を展開する連結子会社の営業利益予想は、当第２四半期連結

累計期間では約 40 万円の黒字を見込んでおりましたが、６百万円の赤字となる見込みです。 

 

なお、通期業績予想の修正理由につきましては、第２四半期連結累計期間での業績予想の修正

理由と同様です。 
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Ⅱ．期末配当予想の修正 

１．修正の内容 

今回の業績予想の修正に伴い、誠に遺憾ながら、以下のとおり、１株当たりの期末配当金を無

配と修正させていただきたく存じます。 

 

平成 22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第２四半期末 期 末 年 間 

前回予想（平成 21 年５月 11 日発表） ０円００銭 １円００銭 １円００銭

今回修正予想 ０円００銭 ０円００銭 ０円００銭

（ご参考）前期(平成 21 年３月期)実績 ０円００銭 １円００銭 １円００銭

 

２．修正の理由 

当社の配当政策は、「将来の事業規模拡大に不可欠な成長投資を最優先するとともに、株主利

益および企業価値の最大化に努めていく」ことから、当社は、平成 14 年３月期は５円、平成 15

年３月期は５円、平成 16 年３月期は５円、平成 17 年３月期は 10 銭（※１）、平成 18 年３月期

は 10 銭、平成 19 年３月期は１円（※２）、平成 20 年３月期は１円、平成 21 年３月期は１円と、

継続的な安定配当を実施してきました。 

しかしながら、当期においては、前述のとおり、当社を取り巻く経営環境の急速な悪化に伴

い、平成 22 年３月期通期の業績予想の修正を余儀なくされたことから、期末配当を無配とす

る判断をしました。 

   当社は、このような状況への対応を重要な経営課題として真摯に受け止め、安定配当を継続的

に行えるよう早期の業績回復に努めてまいりたいと存じます。 

 

（※１）平成 16 年５月 20 日付で普通株式１株を２株に分割し、平成 17 年３月 15 日付で普通株式１株につ

き 101 株の割合での株式分割を実施。 

（※２）平成 18 年６月１日付で普通株式 10 株を１株とする株式併合を実施。 

（注）平成 22 年３月期 第２四半期決算短信は、平成 21 年 11 月９日（月）に発表する予定です。 

 

 

 

 
以 上  

（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものです。 

   実際の業績は、今後さまざまな要因によって、予想数値と異なる結果となる場合があります。 


