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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 13,117 △9.5 △37 ― △109 ― △340 ―

21年3月期第2四半期 14,486 ― 27 ― △189 ― △357 ―

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 △62.11 ―

21年3月期第2四半期 △65.12 ―

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 33,479 10,072 18.5 1,126.94
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2四半期  6,186百万円 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  有  

（注）当社は、期末基準日における配当予想について、平成21年10月１日のあずみ株式会社との合併に係る不確定要素の影響が大きいため未定としてお
りましたが、本日公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、期末配当予想を公表いたしました。 

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 ― 8.00 8.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

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  
（注）当社は、平成21年５月18日の「平成21年３月期 決算短信」において、平成21年10月１日のあずみ株式会社との合併に係る会計処理の影響等にを含
めずに業績予想を作成し、公表しましたが、合併の会計処理等を確定したことからこれらの影響を含め、また、最近の業績動向を踏まえ、業績予想を修正
いたしました。詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 なお、「１株当たり当期純利益」については、合併により発行した新株式を含めて計算しております。 

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

通期 27,280 △8.3 899 119.2 997 ― 521 ― 62.11
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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」「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） 

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表」「４．その他」をご覧ください。 

(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 有

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 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2四半期  110,759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2四半期 5,489,245株 21年3月期第2四半期 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業部門では、新興国の景気拡大に牽引される形で一部輸出関

連では緩慢ながらも業績の回復傾向が見られました。一方、消費関連では、雇用不安や給与所得の減少による消費低

迷の影響を受け、百貨店や大手スーパーなどでは売上高で前年を大幅に下回るなど引き続き低調に推移しました。

　当宝飾品業界においては、客単価の低下傾向が引き続きあり、依然として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。

　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、当四半期累計期間で14店舗閉鎖し、

当四半期末店舗数は200店舗（前年同期末219店舗）となりました。連結子会社では、当四半期累計期間中にあずみ㈱

が１店舗出店、１店舗閉鎖し、194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、４

店舗閉鎖し、36店舗（前年同期末34店舗）となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は、客単価の低下や店舗の減少などにより131億17百万円

（前年同期比9.5％減）となりました。営業利益は、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を進め

ましたが、売上の減少を賄いきれず、37百万円の損失（前年同期は27百万円の利益）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１億９百万円の損失（前年同期は１

億89百万円の損失）となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損62百万円を計上したことなどにより３億40

百万円の損失（前年同期は３億57百万円の損失）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２四半期連結累計期間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127億円85百万円

（前年同期比4.2％減）となり、営業利益は、80百万円の損失（前年同期は80百万円の損失）となりました。　

＜宝飾品卸売事業＞　

当第２四半期連結累計期間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３億31百万円（前年同期比

71.1％減）となり、営業利益は40百万円（同59.9％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２四半期連結累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１億57百万円増

加し、39億45百万円となりました。

（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13億99百万円のプラスとなりました。これは主に、ファクタリングにより振

替えた仕入債務を含む未払金の増加６億41百万円、たな卸資産の減少５億９百万円、売上債権の減少４億５百万円及

び減価償却費２億12百万円等の資金増加と、税金等調整前四半期純損失２億82百万円及び法人税等の支払額１億44百

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３億15百万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

82百万円等の収入と、固定資産の取得２億49百万円及び定期預金の預入２億43百万円等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９億26百万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24億

７百万円の収入と、長期借入金の減少24億84百万円（純額）、社債の償還６億58百万円、割賦債務の返済59百万円、

少数株主への配当金の支払44百万円及び配当金の支払43百万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

　当社は、平成21年10月１日に連結子会社あずみ㈱と合併しており、確定した合併に係る会計処理による影響等を含

め、また、最近の業績動向を踏まえ、平成21年５月18日付「平成21年３月期決算短信」において公表した業績予想を

修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。　
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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）

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。　

②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。　

（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

（表示方法の変更）　

四半期連結損益計算書　

税金費用の計算について、当第２四半期連結累計期間においては、原則法によっているため「法人税、住民

税及び事業税」及び「法人税等調整額」に区分して掲記しており、前第２四半期連結累計期間においては、四

半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理によっているため、「法人税等調整額」を法人税等に含め、「法人

税等合計」に掲記しております。
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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 4,488,927 4,088,764

受取手形及び売掛金 1,998,998 2,404,311

商品及び製品 10,665,778 10,994,754

仕掛品 1,305,411 1,249,244

原材料及び貯蔵品 1,648,738 1,885,874

その他 1,145,962 881,229

貸倒引当金 △4,284 △5,927

流動資産合計 21,249,533 21,498,252

固定資産   

有形固定資産 2,837,223 2,983,154

無形固定資産 311,424 239,228

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,987,615 6,202,881

その他 3,099,596 3,203,109

貸倒引当金 △5,499 △10,164

投資その他の資産合計 9,081,712 9,395,827

固定資産合計 12,230,360 12,618,210

資産合計 33,479,894 34,116,462

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,071,561 1,101,771

短期借入金 3,117,496 710,000

1年内返済予定の長期借入金 4,460,280 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 139,330 190,826

引当金 322,720 318,370

その他 3,837,513 3,239,029

流動負債合計 14,114,901 11,816,698

固定負債   

社債 1,956,000 2,514,000

長期借入金 5,388,640 7,343,200

退職給付引当金 1,152,145 1,143,131

役員退職慰労引当金 305,705 377,897

負ののれん 84,246 100,935

その他 405,979 390,512

固定負債合計 9,292,715 11,869,676

負債合計 23,407,617 23,686,375

5

Ａｓ-ｍｅエステール㈱　（7872）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

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 1,571,841 1,571,841

資本剰余金 1,493,512 1,493,512

利益剰余金 3,048,736 3,433,123

自己株式 △70,735 △70,735

株主資本合計 6,043,353 6,427,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 181,760 109,966

為替換算調整勘定 △39,085 △52,679

評価・換算差額等合計 142,674 57,286

少数株主持分 3,886,248 3,945,059

純資産合計 10,072,276 10,430,087

負債純資産合計 33,479,894 34,116,462
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 14,486,426 13,117,091

売上原価 5,897,274 5,228,378

売上総利益 8,589,151 7,888,713

販売費及び一般管理費 8,562,030 7,925,877

営業利益又は営業損失（△） 27,121 △37,163

営業外収益   

受取利息 12,182 3,637

受取配当金 34,619 38,568

負ののれん償却額 16,873 16,896

持分法による投資利益 13,874 －

受取手数料 36,545 39,042

為替差益 － 46,462

その他 55,628 44,635

営業外収益合計 169,724 189,244

営業外費用   

支払利息 237,296 222,405

為替差損 84,626 －

その他 64,738 39,184

営業外費用合計 386,662 261,589

経常損失（△） △189,817 △109,509

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,260 2,143

投資有価証券売却益 639 3,445

保険解約返戻金 － 15,229

退職給付制度改定益 38,442 －

受取補償金 13,340 9,297

特別利益合計 57,684 30,116

特別損失   

固定資産除売却損 37,981 56,833

投資有価証券売却損 － 278

関係会社株式売却損 223 －

店舗閉鎖損失 19,447 22,198

減損損失 51,491 58,698

事務所移転費用 11,559 2,544

役員退職慰労金 12,737 －

投資有価証券評価損 8,320 62,938

特別損失合計 141,760 203,490

税金等調整前四半期純損失（△） △273,893 △282,883

法人税、住民税及び事業税 － 110,753

法人税等調整額 － △94,970

法人税等合計 70,603 15,782

少数株主利益 12,956 42,292

四半期純損失（△） △357,454 △340,959
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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（△） △273,893 △282,883

減価償却費 221,769 212,820

減損損失 51,491 58,698

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,297 △6,307

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,277 8,560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △54,816 △72,192

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,809 2,730

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 △46,801 △42,205

支払利息 237,296 222,402

投資有価証券評価損益（△は益） － 62,938

売上債権の増減額（△は増加） 594,191 405,444

たな卸資産の増減額（△は増加） △387,387 509,943

仕入債務の増減額（△は減少） △202,497 △13,546

未払金の増減額（△は減少） △576,444 641,416

その他 12,217 20,763

小計 △472,951 1,728,583

利息及び配当金の受取額 46,598 40,118

利息の支払額 △235,989 △225,481

法人税等の支払額 △406,901 △144,031

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,069,244 1,399,189

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 △218,000 △243,000

固定資産の取得による支出 △296,849 △249,767

敷金及び保証金の差入による支出 △152,061 △27,625

敷金及び保証金の回収による収入 331,438 182,627

その他 △3,660 22,672

投資活動によるキャッシュ・フロー △339,133 △315,093

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） △140,000 2,407,496

長期借入れによる収入 2,650,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △2,515,200 △2,564,980

社債の発行による収入 962,820 －

社債の償還による支出 △540,000 △658,000

割賦債務の返済による支出 △43,822 △59,258

リース債務の返済による支出 △3,451 △11,649

長期未払金の返済による支出 － △31,404

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 △44,917

財務活動によるキャッシュ・フロー 230,358 △926,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,093 △790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,180,113 157,162

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 3,055,691 3,945,927
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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）

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 13,341,157 1,145,268 14,486,426 － 14,486,426

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,061 42,017 47,079 △47,079 －

計 13,346,218 1,187,286 14,533,505 △47,079 14,486,426

営業利益又は損失（△） △80,347 100,531 20,184 6,937 27,121

（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）

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 12,785,933 331,158 13,117,091 － 13,117,091

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 100,114 100,114 △100,114 －

計 12,785,933 431,272 13,217,206 △100,114 13,117,091

営業利益又は損失（△） △80,619 40,319 △40,300 3,136 △37,163

（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）　

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）　

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）　

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）　

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。
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（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。
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