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1.  21年9月期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期 3,656 △10.1 △656 ― △763 ― △2,389 ―
20年9月期 4,069 42.3 △280 ― △529 ― △1,334 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年9月期 △5.34 ― △35.0 △10.5 △17.9
20年9月期 △2.98 ― △15.8 △5.9 △6.9

（参考） 持分法投資損益 21年9月期  ―百万円 20年9月期  ―百万円

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 6,368 5,950 93.3 13.29
20年9月期 8,187 7,718 94.3 17.24

（参考） 自己資本   21年9月期  5,950百万円 20年9月期  7,718百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年9月期 △113 △114 △0 517
20年9月期 △500 △218 △12 739

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
21年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年9月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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）

 

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

2,000 ― 20 ― 20 ― 15 ― 0.03

通期 4,000 9.5 50 ― 50 ― 40 ― 0.09
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 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 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  16,051株 20年9月期  14,161株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年9月期の個別業績（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期 279 104.9 △489 ― △640 ― △2,017 ―
20年9月期 136 △65.1 △641 ― △865 ― △1,428 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年9月期 △4.51 ―
20年9月期 △3.19 ―

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 8,531 6,490 76.1 14.50
20年9月期 10,356 8,013 77.4 17.90

（参考） 自己資本 21年9月期  6,490百万円 20年9月期  8,013百万円

2.  22年9月期の個別業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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 
累計期間 135 ― △168 ― △218 ― △230 ― △0.51

通期 270 △3.2 △400 ― △500 ― △550 ― △1.23
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(1）経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、世界的な金融危機に端を発した不況から輸出と生産に若干の改善の兆し

が見られ始めたものの、円高や新型インフルエンザの流行等、景気回復に向けてのマイナス要因も多く企業をとりま

く業況は、依然として不透明感が残る中で推移いたしました。 

このような情勢下にあって現在当社グループの事業展開は、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

けを明確にした宝飾品事業、株式会社エーディーアンドディー及び株式会社ビジネスアルファ24によるWEB情報事業

の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体制へと変貌を遂げる事となりました。 

しかしながら、当連結会計年度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、特に宝飾品事業全体の売上高は、

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、619百万円に止まりました。 

投資事業におきましては現在の株式市場低迷により取引高を手控えた結果、売上高は222百万円に増加したもの

の、収益は減少いたしております。営業出資金に対しても長期にわたり収益計上に至らないものについて、保守的な

会計処理を行うことを目的として減損処理による営業出資金評価損632百万円を特別損失区分に計上することといた

しました。 

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。  

その他、海外に対する売掛金や外貨預金等においては昨今の円高による多額の為替差損が発生しております。  

以上の結果、売上高につきましては、 百万円（前連結会計期間比10.2%減）、営業利益におきましては、貸倒

引当金243百万円等の計上により 百万円となりました。 

経常利益におきましては、為替差損 百万円等による営業外費用 百万円の計上により 百万円となりまし

た。 

当期純利益におきましては、減損処理に基づく商品評価損 百万円、営業投資有価証券評価損 百万円、営業出

資金評価損 百万円、投資有価証券評価損 百万円等の特別損失の計上により 百万円となりました。 

部門別の売上状況については、つぎのとおりです。 

［宝飾品部門］ 

利益率向上を目的とし、高級輸入時計を中心とする、リセール・オークション事業や国内における小売営業展

開を積極的に行い、シェア拡大・向上に務めました結果、売上高は619百万円となりました。 

［投資部門］ 

昨今の経済事情を鑑み、慎重に資金運用した結果、売上高は222百万円となりました。 

［WEB情報部門］ 

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、売上高は2,810百万円となりまし

た。 

（次期の見通し） 

今後のわが国経済は、世界的な金融不安、円高、個人消費の低迷も相俟って、企業業績悪化への懸念が大きく

広がるなど、先行き不安材料も払拭出来ない状況が引き続く事が予想されます。 

 通期における当社グループが 大に対処すべき点は、宝飾品事業における回復にあると考えております。当該

事業につきましては、若干回復傾向ではあるものの、次期におきましても完全回復の時期は未確定であることが

予想されております。 

このような状況の中、次期の見通しといたしましては、売上高4,000百万円（前連結会計年度 百万円）、営業

利益50百万円（前連結会計年度 百万円の損失）、経常利益50百万円（前連結会計年度 百万円の損失）、当

期純利益につきましては、当期純利益40百万円（前連結会計年度 百万円の損失）を予想いたしております。 

次期の売上高につきましては、WEB情報事業の売上を中心に堅調に推移するものと予測いたしております。 

宝飾品事業につきましては、前連結会計年度と同様に国内売上を中心に業績の回復に取り組むと同時に海外取引先

との取引再開の調整を進めております。 

 投資事業につきましては、現在の株式市況の低迷により大幅収益の増加は見込むことは難しいものと予想しており

１．経営成績

3,656

3,656

△656

127 138 △763

125 580

632 190 △2,389

3,656

△656 △763

△2,389
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ます。 

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 資産につきましては、前連結会計年度末に比べて 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、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。 

 負債減少の主な原因は、未払金の減少額 百万円等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて 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、当期純損失 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  

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 百万円（

％）減少し、当期末には 百万円となりました。当期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、使用した資金は 百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純損失 百万円の計上、売上債権の減少額 百万円、棚卸資産の減少額

百万円、営業投資有価証券の減少額 百万円、営業出資金の減少額 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、使用した資金は 百万円となりました。 

 これは主に、貸付けによる支出 百万円、貸付金の回収による収入 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0百万円となりました。 

 これは主に、自己取得による支出0百万円によるものであります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループにおける第一義的な目標に、復配を掲げており、実現に向け全力を注いでおりますが、現在の内部留

保の状況及び次期に想定しております利益並びに当該配当に要する資金を勘案した結果、今後の内部留保等強化の必

要性はぬぐえず、現在の配当予想として今期及び来期につきましては、誠に遺憾ながら無配となる見通しです。 

(4）事業等のリスク 

 本連結決算短信に記載しました事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、以下に記載いたします事項は、本決算短信において当社が判断したものであります。 

 (1)為替変動のリスク 

 当社グループにおいて商品等の輸出入において、外貨建取引を行っていること並びに外貨建資産負債を有している

ことから、為替相場の変動が業績に影響を与える可能性があります。 

 (2)減損会計導入に伴うリスク 

 当社グループは減損会計の導入により、保有する固定資産等の状況等によっては減損損失が発生する可能性があ

り、業績に影響を与える可能性があります。 

 (3)株価下落のリスク 

 当社グループは上場及び非上場の株式を有しております。全般的かつ大幅な株価下落若しくは実質価額の低下が生

じる場合には、保有有価証券に多額の評価損若しくは減損処理に基づく評価損の発生が業績に影響を与える可能性が

あります。 

  

1,819 6,368

206 632

66

51 418

43

1,767 5,863

2,865
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113
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114

△127 118
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当連結会計年度におきましては当社（株式会社クロニクル）と子会社

４社の計５社により構成されており、宝飾品事業及び投資事業並びにWEB情報事業を主たる業務としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

（1）宝飾品事業 ……主要な製品は正規高級輸入時計の販売（卸売及び小売）及びリセール商品取扱等であります。 

正規品 ……当社が代理店となっているブランド時計の販売をするほか、当社子会社である株式会社ドゥー

ズが正規取扱店となっている海外高級腕時計を国内において小売及び卸売販売をしておりま

す。 

リセール……当社子会社である株式会社アメイジングバリューが国内外市場に対して宝飾品、特に高級腕時

計を中心に販売を行っております。海外・リセール・オークションをキーワードに販売してお

ります。 

（2）投資事業  ……法人向内容にて安全かつ確実なる投資案件に対し、出資を行っております。 

（3）WEB情報事業 ……結婚情報サイト、競馬情報サイト、WEB広告、WEB通販等を中心に営業活動を行っております。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「顧客重視」「株主重視」「社会への貢献」を企業理念とし、宝飾業界においてのリセール市場

の構築と、投資事業を通じて社会の活性化を援助することをモットーに、効率的な経営により更なる収益の改善を目

指しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、売上高及び経常利益の拡大を促進し、継続的な黒字体質への転換を第一の目標としておりま

す。 

 当連結会計年度におきましては、当社の宝飾品事業の子会社への分割継承を行い、同事業のより明確な事業分担

並びに持株会社体制への移行を行い売上高等各収益の安定的な確保及び増大が見込まれる体制を整えました。 

 しかしながら、金融不安に端を発する世界的な景気の後退による宝飾品事業の低迷、新会計基準に伴う商品評価

損の計上等により、残念ながら営業損失 百万円、経常損失 百万円、当期純利益におきましては 、

百万円となりました。 

 営業出資金評価損、貸倒引当金の繰入れ及び減損処理を行った点並びに円高による為替市況の影響が働いた点を

考慮すると、今後の宝飾品事業に若干の停滞は考えられるものの、実業レベルでは黒字体質へ転換を着実に進展

し、収益性は着実にに向上していくものと考えております。そのため、今後の展望といたしまして、M&A等によるグ

ループの拡大を行い営業利益、経常利益、当期純利益の安定的な獲得、かつ、拡大を目指し堅実な黒字体質への更

なる足固めを第一目標としております。第一目標達成後は、復配を 重要課題とし、１株当たり利益（ＥＰＳ）、

株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視し、向上のための企業努力を重ねてまいる所存であります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、「宝飾品事業」及び「投資事業」並びに「WEB情報事業」を経営の三本柱として、それぞれの事

業において時宣をえた資金及び人員投入を行い、経営基盤の確立と業績の向上に努める所存であります。 

 宝飾品事業におきましては、国内外のリセール市場及びオークション市場への進出を主眼とした「株式会社アメ

イジングバリュー」と正規品取扱店舗による営業展開を主眼とした「株式会社ドゥーズ」の100％出資の子会社２社

により多チャンネルでの営業活動を展開いたしております。 

 またWEB情報事業は、 大手結婚情報サイトである「ピュアアイ」を軸とし、新たな情報コンテンツの立ち上げや

WEB広告、ネットワーク関連ビジネスを展開しており、今後の売上高等の収益増加を見込んでおります。 

 今後の展開といたしまして、M&Aも含め当社グループの拡大を推進いたし、一層の収益の安定拡大を行ってまいる

所存であります。 

 部門別の状況については、つぎのとおりです。 

［宝飾品部門］ 

 当社グループは、国内外におけるリセール市場での宝飾品の売買事業を中心として、海外シェアの開拓卸売活動を

行っております。 

 正規品の代理店業務として株式会社ドゥーズのオリジナルショップ「ドゥーズ青山」を正規取扱いブランドのフラ

ッグショップとし、情報発信基地としての役割を担いユーザーへの取扱いブランドの浸透を行い、小売活動を積極的

に行っております。 

 リセール・オークション事業につきましては、株式会社アメイジングバリューが国内外のリセール市場・オークシ

ョン市場に参入し、市場の拡大を目指しております。また、ネット通販や、オークション等をマーケットとした実店

舗によらない販売方法が日本でも普及してきた昨今、国内外での販路やリセール市場は大きな成長性・将来性が見込

まれ、海外の販路拡大に繋がる国内および海外企業との業務提携を行い、提携企業との関係強化を進めてゆく予定で

す。このように当社グループは、正規取扱店としてのポジションを確率しつつ、さらに海外リセール・オークション

をキーワードとしてシェアの拡大を目指し、利益率の向上を図り経営基盤の安定並びに業界内でも特筆される企業を

目指しております。 

 現行の取扱いブランドの育成及び業務拡大による卸売の強化並びに多店舗営業展開による小売の強化を目指しま

す。取扱いブランド拡充により、多様化するニーズに応えるべき品揃えによるシェア向上と「クロニクル」のブラン

ドイメージ向上を促進し、「輸入時計はクロニクルグループ」、「正規品はドゥーズ」、「リセール・オークション

はアメイジングバリュー」の定着を目指してまいります。 

３．経営方針

△656 △763 △2,389
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［投資部門］ 

 投資事業の案件への対応は、慎重を期し、安全確実で有望な案件を中心に対応し、着実な実績計上を継続させ業績

向上を目指します。 

 また、今後の投資事業の案件に関しましては、従来の営業投資有価証券を中心とした投資展開に留まらず、有望な

事業等への投資も積極的に行ってまいる所存であります。  

［WEB情報部門］ 

 WEB情報部門におきましては、WEB上における結婚情報サービス「ピュア・アイ」や新規情報コンテンツとして競

馬情報配信サイト、WEB広告媒体、WEB通販を中心としたWEB情報事業を行っております。 

 当社グループは宝飾品事業及び投資事業並びにWEB情報事業を展開しており、従来のグループ全体における売上

高、収益性を拡大することが可能となりました。 

 このWEB情報事業を第三の柱として安定的な黒字化を目指します。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

［現状の認識について］ 

 現状の日本経済及び当業界におきましては、依然厳しい状況で推移するものと予想されます。 

当社グループといたしましては、このような経営環境を踏まえ、実施中の宝飾品部門における正規品取扱事業及び

リセール・オークション事業並びにWEB情報事業を中心に国内外における販売市場の拡大、売上高の増加、収益改

善策を推進させ、投資部門における収益の拡大、更にM&A等によるグループ全体の拡大による経営計画を策定し、

更なる経営基盤の強化を目標に企業努力を重ねてまいる所存で有ります。 

［当面の対処すべき課題の内容］ 

 当社グループは、経営基盤の強化を推進すると共に、業績の向上に努める事を 優先課題と捉えおります。 

 当社グループ業務の三本柱である「宝飾品事業」及び「投資事業」並びに「WEB情報事業」において、それぞれ

の事業で安定した収益を得るべく、時宣をえた資金及び人員投入を行い、経営基盤の確立と業績の向上に努める所

存であります。 

 ［対処方法］ 

「経営基盤の強化」 

 当社グループは、今後のM&A等の展開によるグループ拡大に伴う収益増加により、キャッシュベースでの財務内容

が格段に向上することが見込まれます。 

 健全な財務基盤の確立は、お客様や株主に与える信用の点からも重要課題として取り組んでまいりました。 

 今後も従来からの経費節減策を引き続き実施し、より健全な財務体質への改善に取り組んでまいります。 

 また、各子会社の事業の拡大、取扱商品の明確化、リスクの分散を行っております。 

 「宝飾品部門」 

 多様化するニーズに応えるべき品揃えと取扱いブランドの浸透・拡大によるシェア向上と「株式会社クロニクル」

及び関連子会社のブランドイメージの向上を促進し、同時に店舗営業展開においてはそのブランド品の特性を生かし

たイメージとユーザーへの情報発信基地としての役割を「株式会社ドゥーズ」が担い、リセール事業については国内

及び国外シェア拡大を「株式会社アメイジングバリュー」が担い、「輸入時計はクロニクルグループ」の定着を目指

します。 

 「投資部門」 

 昨今の経済事情を鑑み、多岐に渡る分野への投資を慎重かつ積極的に対応し、安全・確実な案件による着実な実績

計上を継続させ業績向上を目指します。 

「WEB情報部門」 

 WEBを中心とした結婚情報サイトの運営、新規コンテンツの競馬情報サイトの運営、WEB広告、WEB通販を積極的に

展開し、収益性の高さを生かし、グループにおける収益確保の中心的事業に発展させ、当社グループの安定的な黒字

化の中心的事業となるよう目指します。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 749,413 527,760

売掛金 1,402,455 356,741

営業投資有価証券 227,212 310,898

営業出資金 1,093,760 738,388

営業貸付金 246,447 308,000

たな卸資産 1,302,378 －

商品 － 1,245,337

繰延税金資産 24,924 25,019

その他 650,489 109,732

貸倒引当金 △399,535 △118,268

流動資産合計 5,297,546 3,503,611

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 51,615 53,115

減価償却累計額 △6,605 △10,024

減損損失累計額 － △250

建物及び構築物（純額） 45,009 42,840

工具、器具及び備品 92,544 93,075

減価償却累計額 △63,471 △72,686

減損損失累計額 － △9,695

工具、器具及び備品（純額） 29,073 10,693

車両運搬具 4,830 4,830

減価償却累計額 △503 △2,307

車両運搬具（純額） 4,327 2,522

土地 75,445 75,445

有形固定資産合計 153,855 131,502

無形固定資産   

のれん 2,146,700 1,996,677

その他 199,657 187,998

無形固定資産合計 2,346,358 2,184,676

投資その他の資産   

投資有価証券 225,000 26,404

破産更生債権等 317,459 362,351

長期貸付金 － 6,038

長期未収入金 － 890,827

その他 166,188 108,958

貸倒引当金 △318,459 △845,520

投資その他の資産合計 390,188 549,060
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

固定資産合計 2,890,402 2,865,239

資産合計 8,187,949 6,368,850

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,796 74,879

未払金 171,139 127,486

未払法人税等 96,931 13,727

未払消費税等 4,325 －

賞与引当金 18,274 29,907

その他 125,689 99,712

流動負債合計 459,157 345,713

固定負債   

繰延税金負債 － 59,234

退職給付引当金 10,764 11,215

その他 － 2,399

固定負債合計 10,764 72,849

負債合計 469,921 418,562

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 △2,426,043 △4,815,213

自己株式 △516 △523

株主資本合計 8,253,160 5,863,983

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △535,132 86,304

評価・換算差額等合計 △535,132 86,304

純資産合計 7,718,027 5,950,288

負債純資産合計 8,187,949 6,368,850
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,069,113 3,656,953

売上原価 1,462,014 1,399,098

売上総利益 2,607,098 2,257,854

販売費及び一般管理費 2,887,334 2,914,127

営業損失（△） △280,235 △656,272

営業外収益   

受取利息 6,662 4,391

受取配当金 1,225 647

還付加算金 － 4,424

匿名組合分配金 10,499 －

債務戻入益 22,874 12,249

社宅利用料収入 6,900 8,375

雑収入 3,766 1,163

営業外収益合計 51,928 31,252

営業外費用   

支払利息 583 290

有価証券売却損 － 2,937

有価証券評価損 － 665

為替差損 103,381 127,966

貸倒損失 93,327 －

貸倒引当金繰入額 97,606 2,546

雑損失 6,012 3,793

営業外費用合計 300,911 138,200

経常損失（△） △529,219 △763,220

特別利益   

投資有価証券売却益 35,782 －

貸倒引当金戻入額 38,000 －

賞与引当金戻入額 － 265

前期損益修正益 22,503 －

その他 65 －

特別利益合計 96,351 265

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 762,000 632,419

投資有価証券評価損 － 190,125

株式交換中止手続費用等損失 3,736 －

減損損失 － 66,607

その他 － 600

特別損失合計 765,736 1,596,531
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

税金等調整前当期純損失（△） △1,198,604 △2,359,486

法人税、住民税及び事業税 81,041 29,778

過年度法人税等 165 －

法人税等調整額 54,988 △95

法人税等合計 136,195 29,683

当期純損失（△） △1,334,799 △2,389,170
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,461,500 5,461,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,461,500 5,461,500

資本剰余金   

前期末残高 5,218,220 5,218,220

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,218,220 5,218,220

利益剰余金   

前期末残高 △1,091,244 △2,426,043

当期変動額   

当期純損失（△） △1,334,799 △2,389,170

当期変動額合計 △1,334,799 △2,389,170

当期末残高 △2,426,043 △4,815,213

自己株式   

前期末残高 △511 △516

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △7

当期変動額合計 △4 △7

当期末残高 △516 △523

株主資本合計   

前期末残高 9,587,964 8,253,160

当期変動額   

当期純損失（△） △1,334,799 △2,389,170

自己株式の取得 △4 △7

当期変動額合計 △1,334,803 △2,389,177

当期末残高 8,253,160 5,863,983

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △438,861 △535,132

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △96,271 621,437

当期変動額合計 △96,271 621,437

当期末残高 △535,132 86,304
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

新株予約権   

前期末残高 12,000 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,000 －

当期変動額合計 △12,000 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 9,161,103 7,718,027

当期変動額   

当期純損失（△） △1,334,799 △2,389,170

自己株式の取得 △4 △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108,271 621,437

当期変動額合計 △1,443,075 △1,767,739

当期末残高 7,718,027 5,950,288
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10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   

税金等調整前当期純損失（△） △1,198,604 △2,359,486

減価償却費 89,850 69,384

減損損失 － 66,607

のれん償却額 153,480 206,772

貸倒引当金の増減額（△は減少） 427,864 245,793

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,227 11,633

退職給付引当金の増減額（△は減少） △614 450

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 △18,386 △5,039

支払利息 583 290

為替差損益（△は益） － △6,462

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 55,382 607,859

営業出資金の増減額（△は増加） 10,000 352,969

営業貸付金の増減額（△は増加） △238,174 △61,552

売上債権の増減額（△は増加） 73,028 1,045,713

たな卸資産の増減額（△は増加） 469 57,040

仕入債務の増減額（△は減少） 1,244 32,082

未収入金の増減額（△は増加） △273,547 △528,585

その他の資産の増減額（△は増加） △47,136 81,856

未払金の増減額（△は減少） △20,272 △41,254

その他の負債の増減額（△は減少） △126,517 △30,303

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △44,891

営業出資金評価損 762,000 －

小計 △348,123 △108,995

利息及び配当金の受取額 17,847 4,504

利息の支払額 △583 △290

法人税等の支払額 △169,652 △8,943

営業活動によるキャッシュ・フロー △500,511 △113,724

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 10,006 －

定期預金の預入による支出 △38 △32

有形固定資産の取得による支出 △12,843 △3,382

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 295,000 －

貸付けによる支出 △80,000 △127,300

貸付金の回収による収入 100,386 118,129

その他の支出 △170,599 △101,831

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,087 △114,416
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △5 －

自己株式の取得による支出 △4 △7

自己新株予約権の取得による支出 △12,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,009 △7

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 6,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △730,609 △221,685

現金及び現金同等物の期首残高 1,469,984 739,374

現金及び現金同等物の期末残高 739,374 517,689
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継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

 当社グループは、当連結会計年度において３期連続して

マイナスの営業キャッシュフローを計上し、貸倒引当金計

上により営業損失、経常損失を計上し、営業出資金評価損

等の765百万円の特別損失により大幅な  当期純損失を

２期連続して計上をいたしております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、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。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

いたしておりません。 

    

―――――――――――――――――――  
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 4社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社アメイジングバリュー 

株式会社ドゥーズ 

株式会社ビジネスアルファ24 

株式会社エーディーアンドディー

(1）連結子会社の数 4社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社アメイジングバリュー 

株式会社ドゥーズ 

株式会社ビジネスアルファ24 

株式会社エーディーアンドディー

  (2）主要な非連結子会社の名称等  

非連結子会社が有りませんので記載

しておりません。  

(2）主要な非連結子会社の名称等  

同左 

２．持分法の適用に関する事項  持分法適用の関連会社がありませんの

で記載しておりません。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項     

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

イ 有価証券 

(イ）売買目的有価証券 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。 

イ 有価証券 

(イ）売買目的有価証券 

同左 

  (ロ）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(ロ) ――――――――― 

  

  (ハ）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

(ハ）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

  ロ たな卸資産 

商品 

個別法に基づく原価法 

ロ たな卸資産 

商品 

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) 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（付属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。 

 また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。  

建物 15年

工具器具備品 ５～８年

イ 有形固定資産 

同左 

  ロ 無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（5年）に基づいておりま

す。 

ロ 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

 売掛債権等の貸倒による損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えて、

賞与支給見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき計上しており

ます。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準 

 外貨建金銭債権債務は連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

――――――――― 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(6）その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事

項 

イ 消費税の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

イ 消費税の会計処理 

同左 

  ロ 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しておりま

す。  

ロ 連結納税制度の適用 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は全面時価評価法によっております。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

 のれんについては15年間の定額法によ

り償却を行っております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年10月 1日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月 1日 
至 平成21年９月30日） 

  

――――――――― 

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 当連結会計年度より「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。  

 これにより、営業損失及び経常損失は 千円、

税金等調整前当期純損失は、 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。 

32,687

158,517

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年10月 1日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月 1日 
至 平成21年９月30日） 

  

――――――――― 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用されたことに伴い、前連結会計年

度において「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」として掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」は全て「商

品」に該当いたします。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年9月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年9月30日） 

※1 担保に提供している資産 

 未払金のうち25,754千円に対し担保に供している資

産は次のとおりであります。 

※1 担保に提供している資産 

 未払金のうち 千円に対し担保に供している資産

は次のとおりであります。 

9,838

営業投資有価証券（株式） 千円20,430 営業投資有価証券（株式） 千円8,039

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

広告宣伝費 千円1,012,405

支払手数料 千円375,477

従業員給料手当 千円226,514

役員報酬 千円237,707

賞与引当金繰入額 千円43,249

退職給付費用 千円706

販売促進費 千円3,546

減価償却費 千円89,850

貸倒引当金繰入額 千円369,457

のれん償却 千円153,480

   

広告宣伝費 千円775,149

支払手数料 千円515,683

従業員給料手当 千円287,482

役員報酬 千円236,796

賞与引当金繰入額 千円243,247

退職給付費用 千円450

販売促進費 千円1,600

減価償却費 千円69,384

貸倒引当金繰入額 千円243,247

のれん償却 千円206,772

※2  

―――――――――― 

※2 減損損失  

 当社グループは、原則として、事業用資産につい

ては事業部を基準としてグルーピングを行っており

ます。 

 宝飾事業及び投資事業に係る損益及びキャッシ

ュ・フローは継続してマイナスとなる状況であるた

め、当連結会計年度において、収益性が著しく低下

した当該事業に係る下記の固定資産グループにつ

き、帳簿価額を回収可能額等まで減額し、当該減少

額を減損損失（ 千円）として特別損失に計上

しました。  
  

  

66,607

場所 用途 種類  減損損失  

東京都

港区

  

宝飾事

業資産

  

工具、器具

及び備品 
 千円311

ソフトウェア  千円3,209

千葉県

長生郡

投資事

業資産

投資不動産

(土地) 
 千円49,309

北海道

川北郡

投資事

業資産

投資不動産

(土地) 
 千円3,972

東京都

港区 

  

事業共

用資産

  

建物及び構築物  千円250

工具、器具

及び備品 
 千円9,384

ソフトウェア  千円171
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前連結会計年度(自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 自己株式の増加は、単元未満株式買取請求によるものであります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

 （注） 当連結会計年度における、新株予約権の行使以外の減少は次のとおりです。 

平成20年9月9日開催の取締役会決議により平成17年11月11日発行の第三者割当新株予約権に係る新株予約権残

高12,000個(120,000,000株)の消却による減少。 

  

３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末

（株） 
増加株式数（株） 減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式    447,692,131  －  －  447,692,131

自己株式         

普通株式  13,641  520  －  14,161

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

提出会社 

（親会社） 
平成17年新株予約権(注) 普通株式  120,000  －  120,000  －  －

  
ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  10,000  －  －  10,000  －

 合計 －  130,000  －  120,000  10,000  －
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当連結会計年度(自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 自己株式の増加は、単元未満株式買取請求によるものであります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

   

３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末

（株） 
増加株式数（株） 減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式    447,692,131  －  －  447,692,131

自己株式         

普通株式  14,161  1,890  －  16,051

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  10,000  －  －  10,000  －

 合計 －  10,000  －  －  10,000  －

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年９月30日） 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 千円749,413

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

千円△10,038

 現金及び現金同等物 千円739,374

現金及び預金勘定 千円527,760

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

千円△10,070

 現金及び現金同等物 千円517,689

（リース取引関係）
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１.売買目的有価証券 

  

２.その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

   

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

該当事項はありません。 

  

（注） 

 当連結会計年度において、有価証券について1,403,493千円(その他有価証券で時価のあるもの580,949千

円、非上場株式33,595千円、匿名投資組合出資金788,949千円)の減損処理を行っております。なお、減損処理

にあたっては、期末における時価等の評価額が取得原価に比べ50％以上下落した場合に行っております。 

  

  

前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（有価証券関係）

前連結会計年度 
（自平成19年10月１日 至平成20年9月30日） 

当連結会計年度 
（自平成20年10月１日 至平成21年9月30日） 

連結貸借対照表計上額 
 （千円） 

当該連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（千円） 

連結貸借対照表計上額
 （千円） 

当該連結会計年度の損益に
含まれた評価差額（千円） 

 85,242  △35,841  66,802  △37,561

  種類 

前連結会計年度（平成20年９月30日） 当連結会計年度（平成21年９月30日）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えているもの 
その他  －  －  －  89,495  244,096  154,600

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えていないもの 

株式  －  －  －  －  －  －

その他  1,132,863  597,730  △535,132  724,450  715,388  △9,061

前連結会計年度 
（自平成19年10月1日 至平成20年9月30日） 

当連結会計年度 
（自平成20年10月1日 至平成21年9月30日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 
売却額（千円）

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

 106,631  35,782  －  －  －  －

  
前連結会計年度（平成20年９月30日） 当連結会計年度（平成21年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券     

非上場新株予約権付転換社債  －  －

非上場株式  60,000  26,404

匿名投資組合出資金   803,000  23,000

合計  863,000  49,404

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用の内訳 

  

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（平成20年９月30日） 
当連結会計年度

（平成21年９月30日） 

  

退職給付債務 

退職給付引当金 

（千円）

 10,764

 10,764

（千円）

 11,215

 11,215

  
前連結会計年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

  

退職給付費用 

勤務費用 

（千円）

 706

 706

（千円）

 450

 450
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(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

前連結会計年度（自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模 

  

２．ストック・オプションの数 

  

３．単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  
第１回

ストック・オプション 

会社名 株式会社クロニクル 

株主総会決議日 平成16年12月22日 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役  ５名 

当社監査役  ３名 

当社社員   12名 

ストック・オプション数 普通株式 10,000,000株 

付与日 平成17年2月1日 

権利確定条件 定めておりません 

対象勤務期間 定めておりません 

権利行使期間 
平成19年２月１日～ 

平成26年12月21日 

  
第１回

ストック・オプション 

決議年月日       平成16年12月22日 

権利確定前      （株）      

前連結会計年度末  ―

付与  ―

失効  ―

消却  ―

権利確定  ―

未確定残  ―

権利確定後      （株）      

前連結会計年度末  10,000,000

権利確定  ―

権利行使  ―

失効  ―

未行使残  10,000,000

  
第１回

ストック・オプション 

権利行使価格１株につき （円）  24

行使時平均株価     （円）  ―

公正な評価単価(付与日)（円）  ―
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当連結会計年度（自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模 

  

２．ストック・オプションの数 

  

３．単価情報 

  

  
第１回

ストック・オプション 

会社名 株式会社クロニクル 

株主総会決議日 平成16年12月22日 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役  ５名 

当社監査役  ３名 

当社社員   12名 

ストック・オプション数 普通株式 10,000,000株 

付与日 平成17年2月1日 

権利確定条件 定めておりません 

対象勤務期間 定めておりません 

権利行使期間 
平成19年２月１日～ 

平成26年12月21日 

  
第１回

ストック・オプション 

決議年月日       平成16年12月22日 

権利確定前      （株）      

前連結会計年度末  ―

付与  ―

失効  ―

消却  ―

権利確定  ―

未確定残  ―

権利確定後      （株）      

前連結会計年度末  10,000,000

権利確定  ―

権利行使  ―

失効  ―

未行使残  10,000,000

  
第１回

ストック・オプション 

権利行使価格１株につき （円）  24

行使時平均株価     （円）  －

公正な評価単価(付与日)（円）  －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年10月1日 

至 平成20年9月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月1日 
至 平成21年9月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

  （千円）

繰越欠損金 849,033

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金 217,799

貸倒引当金繰入超過額 235,624

未払事業税 25,708

前受金否認 40,339

退職給付引当金繰入超過額 4,381

賞与引当金繰入超過額 7,437

出資金評価損否認 310,134

法定福利費否認 1,112

繰延税金資産小計 2,251,191

評価性引当額 △2,226,267

繰延税金資産合計 24,924

  （千円）

繰越欠損金 897,218

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金 △59,234

貸倒引当金繰入超過額 342,112

未払事業税 1,072

退職給付引当金繰入超過額 4,564

賞与引当金繰入超過額 12,172

出資金評価損否認 567,528

有価証券評価損 236,446

投資有価証券評価損 13,673

減損損失否認(非償却資産) 24,778

減損損失否認(償却資産) 623

子会社株式 51,976

商品評価損否認 51,615

前受金否認 30,074

仮受消費税 △1,432

未払費用 1,682

一括償却資産 408

仮払税金 △6,839

繰延税金資産小計 2,728,064

評価性引当額 △2,703,044

繰延税金資産合計 25,019

２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

 税金等調整前当期純損失を計上しているため、該当

の記載は行っておりません。 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

 税金等調整前当期純損失を計上しているため、該当

の記載は行っておりません。 
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前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９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 

  

（セグメント情報）

ａ．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） 

Ⅰ．売上高及び営業

利益 
                                   

売上高                                    

(1）外部顧客に対

する売上高 
 1,267,768  33,387  2,767,957  －  4,069,113  －  4,069,113

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 56,012  13,826  －  68,921  138,760  △138,760  －

計  1,328,781  47,213  2,767,957  68,921  4,207,873  △138,760  4,069,113

営業費用  2,015,526  77,459  2,159,193  68,623  4,320,801  28,546  4,349,348

営業利益(又は

損失(△)) 
 △691,744  △30,245  608,763  298  △112,928  △167,307  △280,235

Ⅱ．資産、減価償却

費及び資本的支

出 

                                   

資産  11,304,014  347,869  1,617,393  2,216,113  15,485,391  △7,297,717  8,187,673

減価償却費  8,117  62  81,149  520  89,850  －  89,850

資本的支出  5,609  64  173,937  4,848  184,459  －  184,459

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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当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９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．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） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1) ニ に記載のとおり、当連結会計年度より

「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日公表分)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に比べて、宝飾品事業における営業損失が 千円増加してお

ります。 

  

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業

利益 
                                   

売上高                                    

(1）外部顧客に対

する売上高 
 619,246  222,735  2,814,972  －  3,656,953  －  3,656,953

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 45,142  15,160  100,897  11,850  173,049  △173,049  －

計  664,388  237,895  2,915,869  11,850  3,830,002  △173,049  3,656,953

営業費用  783,240  740,616  2,778,038  －  4,301,895  11,330  4,313,226

営業利益(又は

損失(△)) 
 △118,852  △502,721  137,830  11,850  △471,892  △184,379  △656,272

Ⅱ．資産、減価償却

費及び資本的支

出 

                                   

資産  1,509,879  8,531,333  3,478,786  －  13,520,000  △7,151,149  6,368,850

減価償却費  3,810  1,034  117,831  －  122,677  △53,292  69,384

資本的支出  2,280  －  46,253  －  48,534  －  48,534

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 

32,687
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前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州・・・スイス 米国・・・アメリカ合衆国 アジア・・・香港等 

  

  

当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９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。 

  

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
国内 

（千円） 
欧州

（千円） 
米国

（千円） 
アジア
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益                                          

(1）外部顧客に対する

売上高 
 3,941,845  96,635  26,726  3,906  4,069,113  －  4,069,113

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 138,760  －  －  －  138,760  △138,760  －

計  4,080,605  96,635  26,726  3,906  4,207,873  △138,760  4,069,113

営業費用  4,203,323  24,820  89,094  3,563  4,320,801  28,546  4,349,348

営業利益(又は損失

(△)) 
 △122,717  71,814  △62,368  343  △112,928  △167,307  △280,235

Ⅱ．資産  15,019,281  97,557  354,615  13,936  15,485,391 △7,297,717  8,187,673

㈱クロニクル（証券コード：9822)　平成21年９月期決算短信

30

㈱クロニクル（証券コード：9822)　平成21年９月期決算短信

30



前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州・・・スイス 米国・・・アメリカ合衆国 アジア・・・香港等 

  

  

当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９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。 

  

  

ｃ．海外売上高

  欧州 米国 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  96,635  26,726  3,906  127,267

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,069,113

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 2.4  0.6  0.1  3.1

㈱クロニクル（証券コード：9822)　平成21年９月期決算短信

31

㈱クロニクル（証券コード：9822)　平成21年９月期決算短信

31



前連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年9月30日） 

 （注）１．当社監査役佐野智一が代表を務める税理士法人SANOとの取引は、当社グループに関する税務指導を受ける対

価として、平均的な税理士報酬額の月額20万円を支払っております。 

２.当社代表取締役石神剛との取引は、社宅賃借料として月額賃料50万円を徴収しております。 

  

当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年9月30日） 

該当事項はありません。。 

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有(被所
有)割合 

(％) 

関係内容
取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（百万円）役員の兼
任等 

事業上の
関係 

役員 佐野智一  －  －
当社監査

役 

(被所有) 

0.0 

税理士法

人SANO 
税務顧問

税務顧問

業務 
 2,400  － －

役員 石神 剛  －  －

当社代表

取締役社

長 

－  －  － 社宅賃料  6,000  － －
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当連結会計年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年9月30日） 

該当事項はありません。 

（企業結合等関係）
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  (注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。   

  

   

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年10月1日 

至 平成20年9月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月1日 
至 平成21年9月30日） 

１株当たり純資産額 円17.24

１株当たり当期純損失金額 円2.98

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
－

１株当たり純資産額 円13.29

１株当たり当期純損失金額 円△5.34

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
－

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度
(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

１株当たり当期純損失金額     

当期純損失 （千円）  △1,334,799  △2,389,170

普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失 （千円）  △1,334,799  △2,389,170

期中平均株式数 （千株）  447,678  447,676

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

 平成16年12月22日定時株主総会

決議による発行新株予約権

(10,000個) 

 なお、上記につきましては、

「４．連結財務諸表 注記事項

（ストック・オプション等関

係）」に記載のとおりでありま

す。  

 平成16年12月22日定時株主総会

決議による発行新株予約権

(10,000個) 

 なお、上記につきましては、

「４．連結財務諸表 注記事項 

（ストック・オプション等関

係）」に記載のとおりでありま

す。 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

 平成20年12月8日開催の取締役会において、会社分割に

より平成21年2月1日（予定）をもって、持株会社体制へ移

行することを決議し、当社における宝飾品事業の代理店業

務のうち高級輸入時計部門を株式会社アメイジングバリュ

ーに、ジュエリー部門を株式会社ドゥーズにそれぞれ分割

する会社分割契約書およびその他必要事項を平成20年12月

25日開催の第29期定時株主総会において承認可決されまし

た。 

1. 持株会社体制への移行および会社分割の目的 

 当社グループにおける顧客ニーズの高度化・多様化な

ど事業環境は著しく変化しつつあります。当社グループ

が今まで以上のスピードにて確実な成長路線を歩んでい

くためには、現在の延長線上ではない新たな成長戦略が

必要であり、既存事業の強化は勿論のこと、戦略的な事

業領域の拡大を伴うグループ構造の再編が急務であると

認識いたしております。つきましては、当社グループの

持続的成長を果たすため、当社における宝飾品事業の代

理店業務のうち、高級輸入時計部門を株式会社アメイジ

ングバリューに、ジュエリー部門を株式会社ドゥーズに

それぞれ分割により移管し、当社自身が持株会社体制と

なり、子会社の経営管理指導を中心に業務を行う事を決

定した次第です。 

2. 会社分割の要旨 

(1)分割の日程 

分割契約承認取締役会   平成20年12月8日  

分割契約締結       平成20年12月8日 

分割契約承認定時株主総会 平成20年12月25日 

分割効力発生日      平成21年2月1日（予定） 

(2)分割方式 

 当社を分割会社とし、ともに当社の100%子会社である

株式会社アメイジングバリューおよび株式会社ドゥーズ

を承継会社とする分社型分割の方式にて行います。 

(3)分割に係る割当の内容および算定根拠等 

 継承会社は、ともに当社の100%子会社であることか

ら、いずれの本分割におきましても、株式その他の財産

の交付を行いません。 

 これは、当社がいずれもの継承会社の発行済株式の全

てを保有しており、かつ本分割後においても当社が継承

会社の株式を100%保有し続けることから本分割によって

経済的利益の移転が生じないため、当社と継承会社との

間で慎重に協議を行い、無対価の分割とすることが相当

であると判断いたしました。 

(4)分割により減少する資本金の額等 

 いずれの分割におきましても減少する資本金の額等は

ありません。 

 ――――――――― 
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前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(5)分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関す

る取扱 

 当社が発行しております新株予約権について、本分割

による当社新株予約権に関する取扱にいずれも変更はあ

りません。なお、当社が発行した新株予約権付社債は全

て転換（行使）されており、現存する新株予約権付社債

はありません。 

(6)継承会社が承継する権利義務 

 各継承会社は、いずれも本分割に係る会社分割契約書

に別段の定めのあるものを除き、当社の平成20年9月30

日現在における貸借対照表その他同日現在の計算を基礎

とし、これに効力発生日までの増減を加味した分割事業

（宝飾品代理店業務）に関する資産、負債および債権債

務、その他の権利義務を、それぞれ効力発生日において

当社から承継するものといたします。なお、本分割によ

り当社から継承会社が承継する債務につきまして、重畳

的債務引受の方法によるものとします。 

(7)債務履行の見込 

 いずれの本分割におきましても、分割会社である当社

に残存する資産の額と継承会社に承継する資産の額はと

もに当社に残存する負債の額および継承会社に承継する

負債の額をそれぞれ上回っており、収益状況においても

負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予想されな

いことから、債務履行の見込みは十分に確保されている

と判断いたします。 

3. 分割継承会社の概要 

①(1)商号     株式会社アメイジングバリュー 

(2)主な事業内容 宝飾品のリセール・オークション事

業 

(3)設立年月日  平成18年4月12日 

(4)本店の所在地 東京都港区南青山二丁目27番20号 

(5)代表者の役職・氏名  代表取締役 堀 達夫 

(6)資本金の額 235,000千円（平成20年9月30日現在）

(7)発行済株式総数  3,800株（平成20年9月30日現在）

(8)純資産      268,381千円（平成20年9月30日現在）

(9)総資産    1,136,028千円（平成20年9月30日現在）

(10)事業年度の末日  9月30日 

(11)従業員数            2人（平成20年9月30日現在）

②(1)商号     株式会社ドゥーズ 

(2)主な事業内容 宝飾品の正規品取扱および国内小売

事業     

(3)設立年月日  平成18年4月12日 

(4)本店の所在地 東京都港区南青山二丁目27番20号 

(5)代表者の役職・氏名  代表取締役 中坊 哲也 

(6)資本金の額  90,000千円（平成20年9月30日現在）

(7)発行済株式総数    900株（平成20年9月30日現在）

(8)純資産       76,057千円（平成20年9月30日現在）

(9)総資産      411,306千円（平成20年9月30日現在）

(10)事業年度の末日  9月30日 

(11)従業員数            2人（平成20年9月30日現在）
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前連結会計年度（自 平成19年10月1日  至 平成20年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年10月1日  至 平成21年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

4. 分割する事業部門の概要 

①アメイジングバリューに分割する事業部門の概要 

(1)分割する部門の事業内容 

宝飾品事業のうち高級輸入時計部門 

(2)分割する部門の規模 

(3)分割する資産、負債の項目および金額 

②ドゥーズに分割する事業部門の概要 

(1)分割する部門の事業内容 

宝飾品事業のうちジュエリー部門 

(2)分割する部門の規模 

(3)分割する資産、負債の項目および金額 

売上高 千円26,600

売上総利益 千円1,178

営業利益 千円△15,877

経常利益 千円△21,417

流動資産 千円180,302

固定資産  －

流動負債  －

固定負債  －

売上高 千円10,981

売上総利益 千円486

営業利益 千円△6,555

経常利益 千円△8,842

流動資産 千円75,543

固定資産  －

流動負債  －

固定負債  －

（その他の注記）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 501,484 121,569

売掛金 1,227,445 －

営業投資有価証券 227,212 310,175

営業出資金 1,093,760 738,388

営業貸付金 246,447 308,000

商品 255,846 －

前払費用 1,032 867

未収入金 588,423 359,883

未収還付法人税等 118,746 96

立替金 148,813 －

その他 49,045 2,932

貸倒引当金 △387,216 △42,727

流動資産合計 4,071,041 1,799,186

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,344 33,344

減価償却累計額 △2,040 △2,880

減損損失累計額 － △250

建物（純額） 31,304 30,213

工具、器具及び備品 20,766 20,766

減価償却累計額 △11,199 △11,382

減損損失累計額 － △9,384

工具、器具及び備品（純額） 9,567 －

土地 75,445 75,445

有形固定資産合計 116,317 105,659

無形固定資産   

電話加入権 1,164 1,164

ソフトウエア 182 －

無形固定資産合計 1,347 1,164

投資その他の資産   

投資有価証券 60,000 26,404

関係会社株式 5,369,999 5,369,999

長期未収入金 3,345 867,616

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 － 6,038

関係会社長期貸付金 608,000 808,000

破産更生債権等 317,459 317,459

投資不動産 58,118 4,837

会員権 23,000 23,000
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

敷金及び保証金 45,560 45,200

その他 664 444

貸倒引当金 △318,459 △843,677

投資その他の資産合計 6,167,688 6,625,322

固定資産合計 6,285,353 6,732,146

資産合計 10,356,394 8,531,333

負債の部   

流動負債   

買掛金 33,547 －

短期借入金 1,890,000 1,847,000

未払金 160,210 102,455

未払法人税等 12,436 12,449

未払費用 363 63

預り金 2,843 3,034

賞与引当金 2,894 3,320

仮受金 229,557 －

流動負債合計 2,331,854 1,968,323

固定負債   

繰延税金負債 － 59,234

退職給付引当金 10,764 11,215

その他 － 2,399

固定負債合計 10,764 72,849

負債合計 2,342,618 2,041,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,461,500 5,461,500

資本剰余金   

資本準備金 3,671,499 3,671,499

その他資本剰余金 1,546,721 1,419,015

資本剰余金合計 5,218,220 5,090,514

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,130,295 △4,147,634

利益剰余金合計 △2,130,295 △4,147,634

自己株式 △516 △523

株主資本合計 8,548,908 6,403,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △535,132 86,304

評価・換算差額等合計 △535,132 86,304

純資産合計 8,013,775 6,490,161
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

負債純資産合計 10,356,394 8,531,333
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

商品売上高 37,582 29,540

営業投資有価証券売上高 26,185 214,816

貸付金利息 21,028 23,079

マネージメント料 51,500 11,850

売上高合計 136,295 279,286

売上原価   

商品期首たな卸高 290,891 255,846

当期商品仕入高 1,871 362

合計 292,763 256,208

他勘定振替高 1,204 100,511

分割に伴う減少高 － 127,705

商品期末たな卸高 256,846 －

商品売上原価 34,712 27,990

営業投資有価証券売上原価 53,958 241,472

売上原価合計 88,670 269,463

売上総利益 47,625 9,822

販売費及び一般管理費   

旅費及び交通費 4,258 3,872

貸倒引当金繰入額 366,957 178,719

役員報酬 72,804 78,504

給料 58,959 59,683

賞与引当金繰入額 5,509 6,390

退職給付費用 706 450

租税公課 23,326 23,591

賃借料 12,516 11,193

支払手数料 91,639 101,311

減価償却費 1,829 1,034

その他 50,682 34,393

販売費及び一般管理費合計 689,189 499,144

営業損失（△） △641,563 △489,321

営業外収益   

受取利息 884 181

受取配当金 1,225 647

社宅利用料収入 6,000 6,000

還付加算金 － 4,064

雑収入 840 82

営業外収益合計 8,950 10,975
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業外費用   

支払利息 35,833 37,248

為替差損 103,155 119,789

貸倒引当金繰入額 87,788 2,009

雑損失 6,012 3,448

営業外費用合計 232,790 162,496

経常利益又は経常損失（△） △865,403 △640,842

特別利益   

投資有価証券売却益 35,782 －

賞与引当金戻入額 － 265

前期損益修正益 22,503 －

その他 65 －

特別利益合計 58,351 265

特別損失   

商品評価損 － 100,314

有価証券評価損 － 580,949

営業出資金評価損 762,000 632,419

投資有価証券評価損 － 33,595

株式交換中止手続費用等損失 3,736 －

減損損失 － 63,087

その他 － 600

特別損失合計 765,736 1,410,965

税引前当期純損失（△） △1,572,787 △2,051,542

法人税、住民税及び事業税 △143,843 △34,203

当期純損失（△） △1,428,944 △2,017,339
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,461,500 5,461,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,461,500 5,461,500

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,671,499 3,671,499

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,671,499 3,671,499

その他資本剰余金   

前期末残高 1,546,721 1,546,721

当期変動額   

分割型の会社分割による減少 － △127,705

当期変動額合計 － △127,705

当期末残高 1,546,721 1,419,015

資本剰余金合計   

前期末残高 5,218,220 5,218,220

当期変動額   

分割型の会社分割による減少 － △127,705

当期変動額合計 － △127,705

当期末残高 5,218,220 5,090,514

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △701,351 △2,130,295

当期変動額   

当期純損失（△） △1,428,944 △2,017,339

当期変動額合計 △1,428,944 △2,017,339

当期末残高 △2,130,295 △4,147,634

利益剰余金合計   

前期末残高 △701,351 △2,130,295

当期変動額   

当期純損失（△） △1,428,944 △2,017,339

当期変動額合計 △1,428,944 △2,017,339

当期末残高 △2,130,295 △4,147,634

自己株式   

前期末残高 △511 △516
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △7

当期変動額合計 △4 △7

当期末残高 △516 △523

株主資本合計   

前期末残高 9,977,857 8,548,908

当期変動額   

分割型の会社分割による減少 － △127,705

当期純損失（△） △1,428,944 △2,017,339

自己株式の取得 △4 △7

当期変動額合計 △1,428,948 △2,145,052

当期末残高 8,548,908 6,403,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △438,861 △535,132

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △96,271 621,437

当期変動額合計 △96,271 621,437

当期末残高 △535,132 86,304

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △438,861 △535,132

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △96,271 621,437

当期変動額合計 △96,271 621,437

当期末残高 △535,132 86,304

新株予約権   

前期末残高 12,000 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,000 －

当期変動額合計 △12,000 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 9,550,996 8,013,775

当期変動額   

分割型の会社分割による減少 － △127,705

当期純損失（△） △1,428,944 △2,017,339

自己株式の取得 △4 △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108,271 621,437

当期変動額合計 △1,537,220 △1,523,614

当期末残高 8,013,775 6,490,161
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継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当社は、当事業年度において売掛金に対する貸倒引当金

繰入額366百万円等により大幅な営業損失、経常損失の計

上及び営業出資金評価損等の765百万円の特別損失により

大幅な当期純損失を計上いたしております。 

当該状況により、当社には継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく投資事業における積極的

且つ効率的な案件への資金投入を行い、売上高と利益率の

向上を図っております。 

また、関連子会社の業績拡大によるマネージメント料の

増収、配当収入増加、M&Aによる関連企業の増大により売

上及び収益の拡大が見込まれております。 

今後は上記の関連会社の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によ

る宝飾品事業の回復安定化並びに関連会社の拡大とそれに

伴う各社からの配当増加等により収益の拡大を行ってまい

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。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映いたしてお

りません。 

   ――――――――――――――――――
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

売買目的有価証券 

 期末日の市場価格等に基づく時価法（売

却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。 

売買目的有価証券 

同左 

  満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

満期保有目的の債券  

――――――――― 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

個別法に基づく原価法 

商品 

 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) 

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

 また、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

有形固定資産  

同左 

  

  建物 15年

工具器具備品 ５～８年

  

  無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（5

年）に基づいております。 

無形固定資産 

同左 

４．引当金の計上方法 貸倒引当金 

 売掛債権等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。 

賞与引当金 

同左 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。 

退職給付引当金 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

５．重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

 外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同左 

６．収益及び費用の計上基準 営業投資有価証券売上高及び売上原価 

 営業投資有価証券売上高には、営業投資

有価証券の売却高及び評価損益を計上し、

同売上原価には、有価証券売却原価を計上

しております。 

営業投資有価証券売上高及び売上原価 

同左 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 ―――――――― 

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

投資事業組合等への出資金に係る会計処理

 投資事業組合等への出資金に係る会計処

理は、組合の事業年度の財務諸表に基づい

て、当社の出資持分割合に応じて計上して

おります。また、財務諸表が未作成の組合

への出資金については、流動資産の「営業

出資金」に計上しております。 

投資事業組合等への出資金に係る会計処理

同左 

  金融収益を売上高、営業外収益に区分する

基準 

 営業貸付金に係る受取利息は売上高に含

めておりますが、預金及び投資有価証券に

係る受取利息、受取配当金は営業外収益に

計上しております。 

金融収益を売上高、営業外収益に区分する

基準 

同左 

  消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

  連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

連結納税制度の適用 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

―――――――――― 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 当事業年度より「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。  

 これにより、税引前当期純損失は、 千円増

加しております。 

  

100,314
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年９月30日） 

当事業年度 
（平成21年９月30日） 

※1 関係会社に対する主な債権債務 （区分掲記された物

を除く） 

※1 関係会社に対する主な債権債務 （区分掲記された物

を除く） 

売掛金 千円240,911

立替金 千円138,813

未収入金 千円286,385

買掛金 千円31,832

未払金 千円111,259

仮受金 千円229,557

短期借入金 千円1,890,000

未収入金 千円353,711

未払金 千円89,775

短期借入金 千円1,847,000

※2 担保に提供している資産 

 未払金のうち 千円に対し担保に供している資

産は次のとおりであります。 

25,754

※2 担保に提供している資産 

 未払金のうち 千円に対し担保に供している資産

は次のとおりであります。 

9,838

営業投資有価証券(株式) 千円20,430 営業投資有価証券(株式)      千円8,039

※3 仮受金は関係会社の商品売上代金が直接入金された

ことに伴う一時預り分を計上したものであります。 

※3       ―――――――― 
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前事業年度（自 平成19年10月1日 至 平成20年9月30日） 

1.自己株式に関する事項 

 （注） 増加数の内訳は次のとおりです。 

単元未満株式の買取りによる増加520株 

  

当事業年度（自 平成20年10月1日 至 平成21年9月30日） 

1.自己株式に関する事項 

 （注） 増加数の内訳は次のとおりです。 

単元未満株式の買取りによる増加1,890株 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

※1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

関係会社への売上高 千円99,720

関係会社からの仕入高 千円1,870

関係会社への支払利息 千円35,250

関係会社への売上高 千円56,224

関係会社からの仕入高 千円3

関係会社への支払利息 千円36,958

※2 他勘定振替高の内訳 ※2 他勘定振替高の内訳 

販売費及び一般管理費振替高 千円1,204

合計 千円1,204

  

販売費及び一般管理費振替高 千円197

特別損失振替高 千円100,314

合計 千円100,511

※3 

――――――――――  

  

※3 減損損失  

 当社は、原則として、事業用資産については事業

部を基準としてグルーピングを行っております。 

 投資事業に係る損益及びキャッシュ・フローは継

続してマイナスとなる状況であるため、当事業年度

において、収益性が著しく低下した当該事業に係る

下記の固定資産グループにつき、帳簿価額を回収可

能額等まで減額し、当該減少額を減損損失（

千円）として特別損失に計上しました。  

  

63,087

場所 用途 種類  減損損失  

千葉県

長生郡

投資事

業資産

投資不動産

(土地) 
 千円49,309

北海道

川北郡

投資事

業資産

投資不動産

(土地) 
 千円3,972

東京都

港区 

  

事業共

用資産

  

建物及び構築物  千円250

工具、器具

及び備品 
 千円9,384

ソフトウェア  千円171

（株主資本等変動計算書関係）

  
前期末株式数

（株） 
当期増加株式数

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数

（株） 

普通株式  13,641  520  －  14,161

  
前期末株式数

（株） 
当期増加株式数

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数

（株） 

普通株式  14,161  1,890  －  16,051

㈱クロニクル（証券コード：9822)　平成21年９月期決算短信

49

㈱クロニクル（証券コード：9822)　平成21年９月期決算短信

49



 該当事項はありません。 

  

子会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

  

（リース取引関係）

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年10月1日 

至 平成20年9月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月1日 
至 平成21年9月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

  （千円）

繰越欠損金 832,084

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金  217,799

貸倒引当金繰入超過額 230,610

未払事業税 4,569

退職給付引当金繰入超過額 4,381

賞与引当金繰入超過額 1,178

出資金評価損否認 310,134

繰延税金資産小計 2,160,377

評価性引当額 △2,160,377

繰延税金資産合計 －

  （千円）

繰越欠損金 862,724

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金  △59,234

貸倒引当金繰入超過額 297,592

未払事業税 4,574

退職給付引当金繰入超過額 4,564

賞与引当金繰入超過額 1,351

出資金評価損否認 567,528

有価証券評価損 236,446

投資有価証券評価損 13,673

減損損失否認(非償却資産) 24,778

減損損失否認(償却資産) 623

子会社株式 51,976

繰延税金資産小計 2,566,220

評価性引当額 △2,566,220

繰延税金資産合計 －

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

 税引前当期純損失を計上しているため、該当の記載

は行っておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

 税引前当期純損失を計上しているため、該当の記載

は行っておりません。 
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   (注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。   

    

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり純資産額 円17.90

１株当たり当期純損失金額 円3.19

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
－

１株当たり純資産額 円14.50

１株当たり当期純損失金額 円△4.51

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
－

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

  
前事業年度

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

１株当たり当期純損失金額     

当期純損失 （千円）  △1,428,944  △2,017,339

普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失 （千円）  △1,428,944  △2,017,339

期中平均株式数 （千株）  447,678  447,676

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

 平成16年12月22日定時株主総会

決議による発行新株予約権

(10,000個) 

 なお、上記につきましては、

「４．連結財務諸表 注記事項

（ストック・オプション等関

係）」に記載のとおりでありま

す。  

 平成16年12月22日定時株主総会

決議による発行新株予約権

(10,000個) 

 なお、上記につきましては、

「４．連結財務諸表 注記事項 

（ストック・オプション等関

係）」に記載のとおりでありま

す。 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

 平成20年12月8日開催の取締役会において、会社分割に

より平成21年2月1日（予定）をもって、持株会社体制へ移

行することを決議し、当社における宝飾品事業の代理店業

務のうち高級輸入時計部門を株式会社アメイジングバリュ

ーに、ジュエリー部門を株式会社ドゥーズにそれぞれ分割

する会社分割契約書およびその他必要事項を平成20年12月

25日開催の第29期定時株主総会において承認可決されまし

た。 

1. 持株会社体制への移行および会社分割の目的 

 当社の収益性の向上を行うためには、当社に対する関

連子会社の配当性を高めること及び確実な成長路線を歩

んでいくためには、現在の延長線上ではない新たな成長

戦略が必要であり、既存事業の強化は勿論のこと、戦略

的な事業領域の拡大を伴う持株会社としての関連子会社

構造の再編が急務であると認識いたしております。つき

ましては、当社への事業拡大による配当収益向上及び関

連子会社の持続的成長を果たすため、当社における宝飾

品事業の代理店業務のうち高級輸入時計部門を株式会社

アメイジングバリューに、ジュエリー部門を株式会社ド

ゥーズにそれぞれ分割により移管し、当社自身が持株会

社体制となり、子会社の経営管理指導を中心に業務を行

う事を決定した次第です。 

2. 会社分割の要旨 

(1)分割の日程 

分割契約承認取締役会   平成20年12月8日  

分割契約締結       平成20年12月8日 

分割契約承認定時株主総会 平成20年12月25日 

分割効力発生日      平成21年2月1日（予定） 

(2)分割方式 

 当社を分割会社とし、ともに当社の100%子会社である

株式会社アメイジングバリューおよび株式会社ドゥーズ

を承継会社とする分社型分割の方式にて行います。 

(3)分割に係る割当の内容および算定根拠等 

 継承会社は、ともに当社の100%子会社であることか

ら、いずれの本分割におきましても、株式その他の財産

の交付を行いません。 

 これは、当社がいずれもの継承会社の発行済株式の全

てを保有しており、かつ本分割後においても当社が継承

会社の株式を100%保有し続けることから本分割によって

経済的利益の移転が生じないため、当社と継承会社との

間で慎重に協議を行い、無対価の分割とすることが相当

であると判断いたしました。 

(4)分割により減少する資本金の額等 

 いずれの分割におきましても減少する資本金の額等は

ありません。 

         ――――――――― 
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前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

(5)分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関す

る取扱 

 当社が発行しております新株予約権について、本分割

による当社新株予約権に関する取扱にいずれも変更はあ

りません。なお、当社が発行した新株予約権付社債は全

て転換（行使）されており、現存する新株予約権付社債

はありません。 

(6)継承会社が承継する権利義務 

 各継承会社は、いずれも本分割に係る会社分割契約書

に別段の定めのあるものを除き、当社の平成20年9月30

日現在における貸借対照表その他同日現在の計算を基礎

とし、これに効力発生日までの増減を加味した分割事業

（宝飾品代理店業務）に関する資産、負債および債権債

務、その他の権利義務を、それぞれ効力発生日において

当社から承継するものといたします。なお、本分割によ

り当社から継承会社が承継する債務につきまして、重畳

的債務引受の方法によるものとします。 

(7)債務履行の見込 

 いずれの本分割におきましても、分割会社である当社

に残存する資産の額と継承会社に承継する資産の額はと

もに当社に残存する負債の額および継承会社に承継する

負債の額をそれぞれ上回っており、収益状況においても

負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予想されな

いことから、債務履行の見込みは十分に確保されている

と判断いたします。 

3. 分割継承会社の概要 

①(1)商号     株式会社アメイジングバリュー 

(2)主な事業内容 宝飾品のリセール・オークション事

業 

(3)設立年月日  平成18年4月12日 

(4)本店の所在地 東京都港区南青山二丁目27番20号 

(5)代表者の役職・氏名  代表取締役 堀 達夫 

(6)資本金の額 235,000千円（平成20年9月30日現在）

(7)発行済株式総数  3,800株（平成20年9月30日現在）

(8)純資産      268,381千円（平成20年9月30日現在）

(9)総資産    1,136,028千円（平成20年9月30日現在）

(10)事業年度の末日  9月30日 

(11)従業員数            2人（平成20年9月30日現在）

②(1)商号     株式会社ドゥーズ 

(2)主な事業内容 宝飾品の正規品取扱および国内小売

事業     

(3)設立年月日  平成18年4月12日 

(4)本店の所在地 東京都港区南青山二丁目27番20号 

(5)代表者の役職・氏名  代表取締役 中坊 哲也 

(6)資本金の額  90,000千円（平成20年9月30日現在）

(7)発行済株式総数    900株（平成20年9月30日現在）

(8)純資産       76,057千円（平成20年9月30日現在）

(9)総資産      411,306千円（平成20年9月30日現在）

(10)事業年度の末日  9月30日 

(11)従業員数            2人（平成20年9月30日現在）
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前事業年度 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

4. 分割する事業部門の概要 

①アメイジングバリューに分割する事業部門の概要 

(1)分割する部門の事業内容 

宝飾品事業のうち高級輸入時計部門 

(2)分割する部門の規模 

(3)分割する資産、負債の項目および金額 

②ドゥーズに分割する事業部門の概要 

(1)分割する部門の事業内容 

宝飾品事業のうちジュエリー部門 

(2)分割する部門の規模 

(3)分割する資産、負債の項目および金額 

売上高 千円26,600

売上総利益 千円1,178

営業利益 千円△15,877

経常利益 千円△21,417

流動資産 千円180,302

固定資産  －

流動負債  －

固定負債  －

売上高 千円10,981

売上総利益 千円486

営業利益 千円△6,555

経常利益 千円△8,842

流動資産 千円75,543

固定資産  －

流動負債  －

固定負債  －
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 該当事項はありません。 

  

６．その他
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