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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,280 △20.9 △578 ― △551 ― △600 ―

21年3月期第2四半期 5,412 ― △343 ― △379 ― △868 ―

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2四半期 △26.03 ―

21年3月期第2四半期 △38.33 ―

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2四半期 9,708 6,901 71.1 299.27
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2四半期  6,901百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  有  
 

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 9,460 △17.9 △325 ― △300 ― △385 ― △17.34



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2四半期 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2四半期  1,593,292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2四半期 23,062,626株 21年3月期第2四半期 22,657,869株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機の影響による経済環境の悪化から一部に回復の兆しが

見られましたが、急激な円高の進行による企業収益への影響が懸念され、雇用情勢も厳しさを増す中で個人消費の低

迷は続き、景気は先行き不透明な状況が続いております。 

 宝飾品小売業界におきましても、消費マインドの冷え込みや、消費者の低価格志向により、長期にわたり個人消費

の低迷が続き、依然として厳しい経営環境が続いております。  

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、Maximum Brilliance-至高の輝きをコンセプトとした

「Mi Amor（ミアモール）」ブランド（http://www.miamorjewelry.com/）の取扱いを開始し、また、ベリテポイント

カード会員限定企画として「ダイヤモンドルースプレゼント」を実施し、Ｈｅａｒｔ＆Ｃｕｐｉｄダイヤモンドジュ

エリーの拡充を図ってまいりました。 

 店舗面におきましては、４店舗の新規出店と６店舗の閉店を実施しました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,280百万円（前年同期比20.9％減）、営業損失578百万円（前

年同期は343百万円の損失）、経常損失551百万円（前年同期は379百万円の損失）、四半期純損失は600百万円（前年

同期は868百万円の損失）となりました。  

  

資産・負債及び純資産の状況 

 （資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は9,708百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1,077百万円の減

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

 （負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は2,806百万円となり、前連結会計年度末に比べ、475百万円の減少

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、未払金が減少したこと等によるも

のであります。 

 （純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は6,901百万円となり、前連結会計年度末に比べ、602百万円の減

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

  

 当社グループは広告宣伝費や固定費の削減等による経費削減を実施し収益力の回復を図ってまいりました。しかし

ながら、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高の減少の影響が大きく、大幅な計画未達となっております。今

後の見通しといたしましても引き続き厳しい経営環境で推移することが予想されます。通期業績見通しにつきまして

は、売上高確保のため新ブランドの取扱い開始など商品ラインナップの充実を図ってまいりますが、当初予想数値の

達成は困難な状況となっております。当社グループは引き続き収益力の回復を図ってまいりますが、平成21年５月15

日公表の「平成21年３月期 決算短信」にて発表いたしました通期業績予想を修正いたします。  

  

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

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）  

 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率当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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を期間按分する方法により

算定しております。  

 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。また、子会社は前連結会計年度の実際実効税率を用いて計算しております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

  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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,606 1,427

受取手形及び売掛金 761 1,073

商品 4,162 4,164

その他 499 1,007

貸倒引当金 △66 △26

流動資産合計 6,963 7,646

固定資産   

有形固定資産 340 364

無形固定資産 81 79

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,806 2,004

その他 516 691

投資その他の資産合計 2,322 2,695

固定資産合計 2,744 3,139

資産合計 9,708 10,786

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,622 2,248

短期借入金 600 －

未払法人税等 40 64

賞与引当金 25 －

返品調整引当金 17 24

その他 331 792

流動負債合計 2,636 3,130

固定負債   

退職給付引当金 50 －

ポイント引当金 89 95

その他 31 55

固定負債合計 170 151

負債合計 2,806 3,282



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 △572 △342

自己株式 △325 △325

株主資本合計 6,926 7,527

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25 △22

評価・換算差額等合計 △25 △22

純資産合計 6,901 7,504

負債純資産合計 9,708 10,786



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

売上高 5,412 4,280

売上原価 2,644 2,210

売上総利益 2,767 2,069

販売費及び一般管理費 3,111 2,648

営業損失（△） △343 △578

営業外収益   

有価証券売却益 － 15

受取手数料 8 11

その他 25 24

営業外収益合計 34 52

営業外費用   

為替差損 － 10

支払手数料 49 －

その他 20 13

営業外費用合計 70 24

経常損失（△） △379 △551

特別損失   

事業撤退損 201 －

たな卸資産評価損 190 －

店舗撤退損 － 10

減損損失 － 9

その他 73 3

特別損失合計 465 23

税金等調整前四半期純損失（△） △844 △575

法人税、住民税及び事業税 25 29

法人税等調整額 △1 △4

法人税等合計 24 25

少数株主損失（△） △0 －

四半期純損失（△） △868 △600



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △844 △575

減価償却費 55 50

事業撤退損失 201 －

賞与引当金の増減額（△は減少） － 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 50

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 39

店舗撤退損 － 10

有価証券売却損益（△は益） － △15

支払手数料 49 －

為替差損益（△は益） － 10

売上債権の増減額（△は増加） 277 312

たな卸資産の増減額（△は増加） △396 12

仕入債務の増減額（△は減少） 16 △626

その他 44 149

小計 △596 △556

支払手数料の支払額 △52 －

法人税等の支払額 △28 △58

特別退職金の支払額 － △351

その他 △6 7

営業活動によるキャッシュ・フロー △683 △959

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 △446 △1,730

定期預金の払戻による収入 398 936

有形固定資産の取得による支出 △80 △25

保険積立金の解約による収入 － 18

敷金及び保証金の差入による支出 △77 △46

敷金及び保証金の回収による収入 142 237

投資有価証券の売却による収入 － 27

貸付けによる支出 △100 －

貸付金の回収による収入 － 67

その他 16 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △147 △522

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） － 600

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 0 599

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △841 △852

現金及び現金同等物の期首残高 2,489 1,489



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,647 636



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２四半期連結累計期間に

おいて578百万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２四半期連結累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。  

  

 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）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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